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はじめに 

人それぞれ、“特別な思い入れ”があるものが 
いくつかあります。 

誰もが一番強く反応してしまう「言葉（文字）」は 
一体なんだと思いますか？ 

それは『自分の名前』です。 

自分の名前は自分にとって特別なものです。 

親にもらった最初のプレゼントであり、 
自分という個体のアイデンティティを 
確立するための重要なラベルでもあります。 

では、人が一番反応してしまう 
「数字」は何でしょうか？ 

スマホのパスワード？実家の電話番号？ 
銀行口座の暗証番号？車のナンバー？ 

どれも気になる数字ではありますが、 
もっとビクンとくる特別な数字があります。 
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それは 

“自分の誕生日” 

です。 

誕生日は自分がこの世に生まれた記念日であり、 
自分にとって唯一無二の特別な日です。 

毎年、自分の誕生日が近づくと 
何となくソワソワした気持ちになります。 

年齢を重ねて年を取るのが嬉しくなくなっても、 
誕生日が特別な日である事には変わりありません。 

ただ、誕生日を“単なる記念日”という 
位置づけで終わらせてしまうのは 
非常にもったいないといえます。 

なぜなら、 
“誕生日”には、誰もが知りたくてたまらない 
自分が生まれ持った資質や才能、使命を解き明かす 
重要な『暗号』が隠されているからです。 
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「誕生日を見ればあなたのすべてが分かる！」 
は言い過ぎですが、かなりの割合で 
性格やパターンなどは分析できるのです。 

自分にはどんな仕事が向いているのか、 
どんな才能があって、どうやって活かしていけば 
満足感と大金を得る事ができるのか？ 

どうすれば勇気とリーダーシップを発揮し、 
先駆者として尊敬されることが出来るのか？ 

どうすれば安定した収入をいくつも確保し、 
安楽で贅沢な生活を楽しむことが出来るのか？ 

どうすれば好奇心のおもむくまま学び、 
体験したことをシェアして賢く才気煥発な 
情報通だと思われるようになれるのか？ 

どうすれば家族や仲間たちと強い絆で結ばれ、 
愛情で満たされた環境を手に入れられるのか？ 

どうすれば世間から注目を浴び、絶大な尊敬と 
名誉をほしいままにすることが出来るのか？ 
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どうすれば自分の有能さを周囲に認めさせ、 
あらゆる物事を完璧に遂行できるようになるのか？ 

どうすれば沢山の人と繋がって関係を築き、 
調和とバランスをもたらし賞賛されるのか？ 

どうすれば物事を深く追求して本質に近づき、 
周囲をコントロールする支配力を手にできるのか？ 

どうすれば何にも縛られない自由を獲得し、 
思うままに探求と冒険を楽しんでいけるのか？ 

どうすれば確実な計画を作り上げて実行し、 
社会貢献しつつ着実に利益を出していけるのか？ 

どうすれば自分の個性やユニークさを発揮し、 
社会の変革や人助けに繋げていけるのか？ 

どうすれば人々の気持ちや雰囲気を感じて理解し、 
時代が求める理想を叶えることが出来るのか？ 

そういった自分が本当に求めている事が 
明確な輪郭を帯びて浮かび上がってくるのです。 
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そして、自分が生まれてきた使命と 
達成すべきミッションを発見し、命を燃やして 
進んでいく道を見つけることが出来るのです。 

人生の暗号解読アプローチ 

では、ただの数字である誕生日（生年月日）から 
どうやってそれだけの情報を引き出すのか？ 

どうやって資質を分析するのか？ 

生年月日を元に資質を分析するアプローチは 
実はけっこう種類があるのですが、ここでは 
「西洋占星術」をベースとしたアプローチで 
解析していく手法をお伝えします。 

「え？占星術って、星占いのことですよね？」 

と思う人が多いと思いますが、 
それは当たらずとも遠からずと言えます。 

占星術は漢字では「占う」「星の」「術」 
という文字で表されているのでどうしても 
「占い」というイメージが先行してしまっています。 
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なので、「当たる／当たらない」「開運」 
「ラッキーアイテム」「パワースポット」といった 
感覚的で曖昧な、スピリチュアルな部分に 
スポットライトを当てた、いわゆる「占い」的な 
イメージを持ってしまうのも仕方がないと思います。 

しかし、占星術は英語では「Astrology」であり 
「Astro（星の）」「logy（理論・学問）」で、 
ちゃんとした学問として分類されているのです。 

「星占い」と『占星術』は別物 

占星術は元々、現代で言う天文学や心理学と 
同じくくりの学問として扱われており、 
時代とともに形を変えながら受け継がれ続け、 
その歴史は4000年近くになります。 

それだけの長い期間に渡って生き残り、 
その時代の賢者たちが学び、磨き上げてきた 
理論の結晶が現代の占星術なのです。 

世間一般に知られている星占い、 
いわゆる12星座占いは、西洋占星術の 
ごく一部を切り取ったものになります。 
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西洋占星術は情報量が極めて膨大かつ複雑なので 
なるべくわかりやすく親しみやすいように 
シンプルに切り取ったのが12星座占いなのです。 

12星座占いの大元である西洋占星術の理論、 
そして西洋占星術からさらに派生して進化した 
心理占星術の文脈を活用することで、 
自分自身を解き明かすことができます。 

最先端プロファイリングツール 

「占い」というよりも、精神分析や資質の判定、 
「人格プロファイリングツール」として活用すれば 
あなたが成功する道筋を発見しやすいのです。 

占星術であなたが持って生まれた資質や才能、 
タイプやパターンを解き明かすためには 
色んな技法を使うのですが、一番の基本となるのは 
あなたもご存知「12星座」です。 

「私は4月8日生まれなので牡羊座です！」 
「僕は10月14日生まれなので天秤座！」 
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というように、12星座全部は知らなかったとしても 
ほとんどの人は自分の星座が何座であるかは 
把握していると思います。 

日本人はなんだかんだ占いが好きなので 
テレビや雑誌の12星座占いを見かけると 
自分の星座のところはチェックしていますからね。 

テレビや雑誌などではそれぞれの星座について 
大雑把な説明しかされていない事がほとんどですが 
実際はかなり色んな特徴が存在しています。 

占星術のディープな世界に足を踏み入れる前に 
まずはあなたがどんな資質を持っているかを 
12星座の特徴を見ながらチェックしてみてください。 

12星座の『キーワード』『特徴』『適職の方向性』
『成功法則』をそれぞれ紹介します。 

まずはあなたの星座の部分を見てみて 
どれくらい当てはまっているか、 
心当たりがあるかを感じてみてください。 
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各星座の期間 

3月21日～4月19日：牡羊座（おひつじ座） 
4月20日～5月20日：牡牛座（おうし座） 
5月21日～6月21日：双子座（ふたご座） 
6月22日～7月22日：蟹座（かに座） 
7月23日～8月22日：獅子座（しし座） 
8月23日～9月22日：乙女座（おとめ座） 
9月23日～10月23日：天秤座（てんびん座) 
10月24日～11月21日：蠍座（さそり座） 
11月22日～12月22日：射手座（いて座） 
12月23日～1月19日：山羊座（やぎ座） 
1月20日～2月18日：水瓶座（みずがめ座） 
2月19日～3月20日：魚座（うお座） 

※毎年太陽の動きは微妙に異なるので、 
　年によっては誤差がある場合もあります。 
　19日～24日前後の切り替わり時期に生まれた人は 
　正確にチェックすることをオススメします。 
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牡羊座（おひつじ座）♈ 

【ポジティブなキーワード】 
冒険心、パイオニア、勇敢、新進気鋭、精力的、直感
的、失敗にめげない、クヨクヨしない、観る前に飛
ぶ、アクションが早い、自由を愛する、リーダーシッ
プ、素直、企画力、アイデア、情熱的、状況把握が早
い、怖いもの知らず、限界がない、とりあえずやる、
生存能力が高い、無邪気、単純明快、チャレンジ精神 

【ネガティブなキーワード】 
利己主義、ワガママ、常に自己主張、粗野、礼儀に欠
ける、皮肉っぽい、闘争好き、衝動的、忍耐力に欠け
る、気が強い、喧嘩っ早い、守りが弱い、極度の自己
中心、反省しない、No.1にならないと気がすまない 
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【特徴】 
 
　牡羊座の影響が強く現れると、あらゆることにおい
て先頭に立とうとする欲求が強くなります。勇敢さと
どんどん突き進んでいく行動力を持ち、情熱を持って
目標に突進していきます。 

　牡羊座の中には「制限」や「限界」、「恐怖」と言
う概念が希薄なので、「きっとできる！まずは行動し
てみよう！」という意識が働くのです。 

　リーダーシップがあると言われますが、それは自分
が望む場所に誰よりも先に到達したいからであり、他
人がついてくるかどうかはあまり関係がありません。 

　常に先を向いて走っているので、自分の背後で何が
起こっているか、ちゃんとついてきているのかについ
ては無頓着な面もあるでしょう。 

　「今、自分がやりたいことを行動に移す自由」を何
よりも大切にします。それを邪魔してくる相手には闘
争心をむき出しにして戦いを挑みます。 
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　機敏でせっかちなところがあるのも特徴で、行動指
針は「見る前に飛べ」です。事前にじっくり考えると
言う事はせず、直感に従って行動を起こしてしまいが
ちです。 

　瞬発力や攻撃力には恵まれますが、忍耐や守備は苦
手な傾向にあります。待ちの姿勢が苦手で、自分の望
まない状況下にいる事は一時たりとも我慢ができませ
ん。 

　状況を素早く察知する能力はありますが、全方位的
に物事を見るのが苦手なので、短絡的に行動して失敗
を招くこともあります。 

　しかし、失敗しても深く思い悩むことはなく、すぐ
次の手を考え行動に移すでしょう。また、他人のため
自分の望みを犠牲にすると言うこともあり得ません。
「自分本位」が強いです。 

　牡羊座は生存本能とサバイバル能力が強い星座で
す。生き残るためには戦いも辞さないので、好戦的で
やや粗暴な印象を人に与えるかもしれません。子供の
ような無邪気さと単純明快さも兼ね備えています。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



【適職の方向性】 

　アイディアや企画力に優れているので、広告関係や
新聞や雑誌の記者、編集者、ライター、情報を扱うア
ナウンサーやレポーターとして才能を発揮します。 

　また、軍隊関係、冒険家、探検家、機械や金属関係、
技術者、消防士、外科医、美容師、警備員、警官など、
守護星である火星を象徴する仕事に適性があります。 

　スポーツインストラクターやプロのスポーツ選手な
ども、持ち前のアクティブな性質を生かすことができ
るでしょう。強いバイタリティとチャレンジ精神の持
ち主なので、これまで存在していなかった職業を生み
出すパイオニアになる可能性も高いです。 

　牡羊座の影響強く受けると、忍耐強さを要求される
活気のない仕事には向かなくなります。デスクワーク
に向いているとは言えません。スピード感や率先性が
必要なビジネスでその能力をいかんなく発揮します。 

　人に使われることが苦手なので、自分がリーダー
シップを取ったり、責任者として権力を振るうスタイ
ルが適しています。競争が激しく、多少の危険が伴う
仕事は、むしろ歓迎するところでしょう。 
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【牡羊座の成功法則】 

　牡羊座はその特徴や性質から言って、リスクを恐れ
ずにどんどん攻めのスタイルで突き進んでいく起業家
に向いています。 

　他人に迎合せず、誰にも縛られずに自分で判断し、
思うままに動ける環境を構築する事が成功の土台にな
ります。 

　牡羊座にとっては「No.1であること」が重要なの
で、どの分野でNo.1になりたいのかをリサーチし、
その市場がどれほどニッチであったとしても、No.1
になれる可能性がある分野に参入するのがカギです。 

　他を圧倒するバイタリティとスピード感は最大の武
器であり、闘争心をむき出しにしてトップを取りに行
く姿勢を見て、サポートしたいと申し出る人も出てく
るでしょう。 

　思うような結果が出なくても気にせずにチャレンジ
を続けられる牡羊座の人は、マーケター向きです。 
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　どんどん色んな商品や企画を作り、コンセプトの良
し悪しや売れるかどうかを広告でテストし、「これ
だ！」というものが見つかったら一直線にその道を突
き進んでいくとブレイクスルーは早いでしょう。 

　自分で何か商品を開発せずとも、完全成果報酬の
セールスマンとしてガンガン売っていくスタイルも向
いています。押しが強いので、特に対面セールスで力
を発揮するでしょう。 

　成功を実感するためには、自分が一番になれるポジ
ションを見つけ、その分野の第一人者であり、先駆者
であり続けることが重要です。 

　細かい事務作業は外注するか、サポートメンバーに
任せてください。持ち味を存分に活かすために、自分
のペースで動き回れる環境を整えることがカギです。 
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牡牛座（おうし座）♉ 

【ポジティブなキーワード】 
現実的、粘り強い、安定感、意志強固、親しみやすい、
一貫性がある、穏やか、従順、しっかりした価値観と
審美眼、信頼性、平和主義、安楽な生活や豊かな食生
活を楽しむ能力、人を和ませる、忍耐力がある、持続
性、確実性、外柔内剛、金銭感覚が堅実、五感が強い 

【ネガティブなキーワード】 
頑固、想像力に欠ける、所有欲が強い、型にはまりや
すい、面従腹背、鈍感、怠惰、変化に抵抗する、癇癪
持ち、保守的、五感の楽しみに耽溺しやすい、無精、
慣習的、融通性に欠ける、贅沢で快楽志向 
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【特徴】 

　牡牛座の1番の特徴は、感情や物質の所有にありま
す。安全性と安定を求める本能的な欲求があり、その
保証作用として、自分にとって大事なものや、大切に
思う人の気持ちを所有したいと願います。 

　生活するのに十分なお金、くつろげる家庭、居心地
の良い生活空間、包容力のあるパートナーなど、自分
を安楽にしてくれるもの常に求めます。 

　牡牛座は12星座中ナンバーワンの頑固さと粘り強
さを持っています。「外柔内剛」という言葉がピッタ
リであり、表面的にはおっとりしているものの、内面
はかなり強情で、強い芯を持っています。行動スタイ
ルはスピーディとは言えませんが、基本的に忍耐強
く、勤勉で実務に向いています。 

　地の星座特有の現実感覚があり、捉え所のない抽象
的なものは苦手です。目に見えないものより、目に見
える確実なものを信じる傾向にあります。 

　仮想通貨や電子マネーなどの目に見えないものより
も、現金や不動産、金現物などの実際に目で見て手で
触れる物を好みます。 
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　他のどの星座よりも五感に敏感なのも牡牛座の特徴
です。「快適か、不快か」が、物事を判断する際の重
要な基準になっています。 

　牡牛座の影響が強く出ている人が穏やかでおとなし
い印象を持たれるのも、心地よさを重視し、変化に抵
抗する性質があるからでしょう。 

　その半面、一度腹を立てると癇癪を起こして爆発
し、その怒りはいつまでも持続します。怒りは自分の
安全を脅かす相手や状況に対して向けられます。 

　今の状態が完全に満足がいくものではなかったとし
ても、それがそのまま続いていくことに安心を覚える
星座なのです。それゆえに、「保守的」「怠惰」「臆
病」などと評価されることもあるでしょう。 

　変化することで何かを失うのが耐え難く、今あるも
のにしがみつく傾向にあります。美の星・金星を守護
星に持つ牡牛座には、自然美ともいえる生来の魅力や
美しさがあります。その暖かい雰囲気と親しみやすさ
で、周囲を心地よくする能力にも恵まれています。 
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【適職の方向性】 

　収入の不安定なフリーランスには向かない星座で
す。公務員、銀行員、証券会社、保険会社などの金融
関係は適職です。職業を選ぶ時は「安定感」が重要な
キーワードになります。 

　美しいものを見分ける審美眼があるので、アート関
係、特に、立体的な美しさを追求する陶芸や造形、建
築などにも才能を発揮します。 
　 
　園芸、ガーデニング、農業、造園業、美術関係、宝
石商、または快適で居心地のいい生活と関係する贅沢
品の製造や販売、インテリア関係であれば楽しく仕事
ができるでしょう。 

　優れた五感を活かした職業、アーティストや作曲
家、パティシエや料理人など、音楽方面や料理関係に
も強いです。不動産にも縁が深いです。 

　女性ならば、接客業、ホステスなどにも適性がある
と言われています。 
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　牡牛座の影響を強く受けると、安楽な生活や、人生
そのものを楽しみ尽くしたいという要求が強く表れま
す。したがって、野心を持ち、不安定な環境でハード
ワークに励むよりも、のんびりとマイペースでできる
仕事を選ぶ可能性が高いです。 

　芸術や美に対するセンスもありますが、地に足つい
た性質から考えると、当たるかどうかわからない前衛
的なアートよりも、堅実な商業芸術の分野で才能発揮
するでしょう。すべての金融業には適性があります。 

【牡牛座の成功法則】 

　同じことをコツコツ続ける忍耐力、持続力に優れた
牡牛座の人は、“時間を味方につけるビジネスモデル”
が最適な成功のルートです。 

　投資であれば、短期的なトレードを繰り返すのでは
なく、ウォーレン・バフェットのように長期的な視点
で価値ある企業を見つけ、一度買った株式は売らずに
長期保有すると言ったスタンスが向いています。不動
産投資や金現物、宝石などの形ある資産の運用も向い
ています。 
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　自分を追い込みバリバリとハードに仕事をしていく
よりも、どちらかと言うとゆったりと安定した仕事を
して安定した収入を得たい傾向にあります。不動産投
資（大家さん業）や飲食店などの店舗オーナー、ホテ
ル経営なども向いているでしょう。 

　形の無いものよりも形があるものを取り扱う事を好
む傾向にあるので、物販ビジネスも向いています。コ
ツコツと売れる商品をリサーチして仕入れ、しっかり
と利益が出していくスタイルが一度確立されれば、そ
れを長期的に続けていく事は苦もなくできるでしょ
う。 

　同じスタイルで長期的に継続し、複利的に収入や資
産を増やしていけるビジネスモデルを発見する事が成
功の鍵となるでしょう。 

　安全で優雅な環境で、マイペースでじっくり時間を
かけて行える仕事、なおかつコツコツと積み上げ資産
価値を向上していくスタイルを見つけることができれ
ば、遠からず巨額の資産を築けることでしょう。 
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双子座（ふたご座）♊ 

【ポジティブなキーワード】 
好奇心旺盛、多芸多才、適応性、順応性、機知に富む、
頭の回転が速い、知的、情報収集力、活発、器用、当
意即妙、実験的、飲み込みが早い、機敏な反応、広範
な知識、表現力、文章力、ユーモアのセンス、コミュ
ニケーション能力、クール、スマート 

【ネガティブなキーワード】 
移り気、落ち着きがない、軽薄、皮肉屋、詮索好き、
ずる賢い、裏表がある、嘘つき、中途半端、神経質で
不安定、おしゃべり、噂好き、一貫性に欠ける、薄情、
信頼できない、独自性がない、注意散漫 
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【特徴】 

　双子座の影響が強く現れると、知的好奇心が旺盛で
身のこなしが軽やかな人になります。幅広い分野の学
習は、この星座の人にとって人生の重要なテーマにな
るでしょう。 

　ある特定のテーマを“狭く、深く”学ぶと言うより
も、“広く、浅く”無差別に好奇心のおもむくままに情
報や知識を集める傾向にあります。 

　常に全方位的に好奇心のアンテナを張り巡らせてい
るため、神経質で落ち着きがないのも特徴です。 

　フットワークが軽く、興味を持ったものはとりあえ
ず見てみたり、試してみたりします。流行っているス
ポットや映画などはひと通りチェックしないと気が済
まないという人も多いです。 

　性格はクールで、物事をあっさりと割り切って考え
るタイプです。素早く状況を察知し、抜け目なく機敏
に行動できるのは、持って生まれた才能です。 
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　しかし、何かに夢中になっているようで、実は半分
醒めている部分もあります。基本的に移り気で、あれ
もこれもと手を出して中途半端に終わってしまうこと
も否めません。 

　双子座は二重性のサインと言われており、性質的に
良くも悪くも二面性があります。それが多芸多才さに
結びついているのです。2つ以上のことを同時進行で
器用にこなすマルチタスクも得意です。 

　他人の考えを理解し、それに自分を合わせるといっ
た適応性や順応性は素晴らしく、物事の意見や欠点を
見抜くのも早いという特徴があります。しかし、あれ
これ考えすぎて優柔不断になる事もあるでしょう。 

　フラットな関係で繋がり人に何かを教えるのは得意
でも、上に立ってリーダーシップを発揮し、力強く統
率するのは苦手な傾向にあります。 

　守護星である水星の影響で、表現力やコミニュケー
ション能力にも恵まれています。しかし、自ら独自の
意見を持つと言うよりも、誰かの言葉を広く伝えてい
くメッセンジャーや翻訳者としての能力が高いです。 
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　表現力が高められれば、高度な頭脳労働の分野で活
躍できます。しかし、教養や知的レベルを磨かなけれ
ば、軽率で噂好きな“ただの話し好き”になってしま
い、無意味なおしゃべりで時間を浪費するでしょう。 

【適職の方向性】 

　双子座は他分野に才能を発揮するマルチ人間です。
出版、通信、マスコミ関係、流通、旅行関係の情報分
野で活躍が期待できます。 

　ジャーナリスト、編集者、ライター、教師、代理業
などにも適性があります。好奇心を満たせる職場とし
て書店やデパートなどの情報発信スポットなども良い
でしょう。 

　また、通訳ガイドや言語学者なども双子座の適職で
す。外国語を習得することにパッションがある人も多
いです。 

　インターネットを通じたビジネスの展開や、流行の
最先端をいち早く取り入れた商売などにも適性があり
ます。高いコミュニケーション能力を活かしたセール
スマンやアフィリエイターなども向いています。 
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　通信伝達応力と手先の器用さを生かした職業は双子
座の代表的な職業です。双子座の持つ二重性や多芸多
才さから、好む職業は実に多方面にわたり、職歴にも
変動が多いでしょう。 

　どちらかと言うと頭脳労働が主な仕事で、単純な肉
体労働は向いているとは言えません。また、コツコツ
と時間をかけて何かを完成させるような単調な仕事は
双子座の人の気分を滅入らせてしまうでしょう。 

　うまく適職に巡り会えなかった場合、次々と転職を
繰り返し、確固たるキャリアを築くのが困難になる傾
向にあります。 

【双子座の成功法則】 

　持ち前の情報感度の高さやフットワークの軽さ、好
奇心、コミュニケーション能力を活かせる仕事がオス
スメです。 

　面白い文章を書いたり、自分が体験した出来事や
思ったことなどを面白おかしく喋るのも好きです。 
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　なので、ブログやFacebookに記事を書いたり、
YouTubeにビデオを投稿するのも趣味と実益を兼ね
たアクティビティとして行えるでしょう。 

　表現力や伝達能力に優れています。コピーライター
やアフィリエイターなど、文章で商品を売ることにも
適性があります。話上手なのでセミナーを開催するの
も向いています。 

　ただし、自分の信念から来るメッセージを伝えてい
くというよりも、自分が良いと思ったものの魅力をよ
り上手に伝えていくメッセンジャーとしての役割の方
が向いているので、広める価値のある良い商品を選ん
で紹介していくのが良いでしょう。 

　長期間同じことをコツコツ続けるのは苦手なので、
コピーライティングやセールスなどのビジネスコミュ
ニケーション能力を軸として、その時々のトレンドを
上手く掴んでビジネスを展開するのがオススメです。 

　また、教えたり話したりが得意なので、教師や講演
家に向いています。自分のスクールや私塾などを開催
するのも良いでしょう。 
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　ただし、強烈なリーダーシップを発揮し、ヴィジョ
ンに向かって仲間たち力強く導いていくタイプではな
いので、横のつながりをメインとしたゆるいスタイル
のコミュニティが最適です。 
 
　お喋り好きで最新情報や噂話に目がないので、色々
なコミュニティや人の集まる場所に参加して情報収集
をするのもオススメです。そこで仕入れた情報の中
に、新しいチャンスを見つけるカギがあるでしょう。 

　複数の仕事を同時にこなす器用さがある反面、１つ
のタスクやプロジェクトにフォーカスするのは苦手な
面もあるので、上手くエネルギーのマネジメントをす
ることが大きな結果を出すためには必要不可欠です。 
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蟹座（かに座）♋ 

【ポジティブなキーワード】 
感情豊か、共感力に優れる、他者を養育する能力、母性
愛、想像力豊か、受容的、包容力、ドメスティック、愛
国者、忠誠心がある、仲間思い、経済観念が発達、生活
力旺盛、記憶力が良い、模倣の才能、デリケート、従順、
センシティブ、繊細、人情味がある 

【ネガティブなキーワード】 
心配性、取り越し苦労が多い、傷つきやすい、過度に繊
細、感情過多、依存的、執念深い、恨みっぽい、自己憐
憫、気難しい、身内意識が強い、排他的、センチメンタ
ル、気分屋、溺愛、非論理的、ヒステリック、無愛想 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



【特徴】 

　蟹座の性質は想像力が豊かで、他人の感情や周囲の
雰囲気にとても敏感かつ受容的であるのが特徴です。 
したがって、この人たちの性格をすぐに理解するのは
容易ではありません。一見すると無愛想に見えること
もあります。 

　身内意識の発達した蟹座の人は、人間関係を「敵
か、味方か」に分類して考える傾向にあります。 

　「身内=こちら側の人間」と判断した相手には、ど
こまでも親切に世話を焼きます。お節介に思われるく
らい細かく気を使ったり、やたらご飯を食べさそうと
したりします。 

　それ以外の「敵」と認定した相手には極端に無関心
だったり、逆に攻撃的になったりもします。人間関係
における好き嫌いは激しいです。 

　良い面が発揮されればとても親切で人情味に溢れ、
思慮深さと大きな包容力が発揮されるでしょう。他人
の悩みをやさしく聴いて受け止め、援助の手を差し伸
べ世話を焼くことも好みます。 
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　しかし、悪い面が出た場合はとても気分屋で、理由
もなく不機嫌になったり、いきなり冷たく厳しい態度
に出たり、ヒステリックに人に当たり散らしたりもし
ます。 

　周囲から見るととても矛盾した性質に見えますが、
このような印象与えるのは蟹座の人たちの敏感すぎる
感受性によるものです。 

　周りの人々の雰囲気やトーンを無意識に吸収してし
まうため、自分を安定させようとする“回復機能”とし
ての防衛本能が発達しているのです。 
　蟹座は母性的な星座だと言われています。男女関係
なく、母親が我が子に対して持っている愛情を、周り
の人々にも同じように注ぐのです。その愛は無条件で
献身的で相手を保護する包容力に満ちています。 

　蟹座の影響を強く受けた人は、本能的に自分を導き
保護してくれるような人や権力を求めます。それが
「神」に向かえば宗教心になり、「国家」に向かえば
愛国心となります。個人レベルでは、自分が尊敬し崇
拝できる人の傘下で守られることを望みます。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



　愛情や感情に極めて敏感であり、愛したい気持ちと
愛されたい気持ち、守りたい気持ちと守られたい気持
ちが同居しています。 

　蟹座は記憶を司る星座でもあり、センチメンタルで
過去への愛着も強いです。美しい思い出は心を安定さ
せる源になっています。記憶力が良く模倣性にも優れ
た性質があります。 

【適職の方向性】 

　蟹座の適性は「記憶力」「豊かな想像力」「母性愛」
がキーワードになります。 

　小説家、シナリオライター、翻訳者、看護師、保母、
幼稚園の先生、ヘルパー、カウンセラーなどに向いて
います。 

　また、カフェの経営や飲食品関係、ウェイトレス、
料理研究家、フードコーディネーター、ソムリエ、
シェフなど飲食に関する仕事にも適性があります。 
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　卸売販売、不動産関係、ホテル、古美術商、歴史家、
博物館のキュレーター、コレクター、主婦なども蟹座
のイメージに当てはまります。 

　インテリアや生活雑貨、アンティークに関しても優
れた才能を発揮できるでしょう。優れた記憶力と過去
に対する独特の感性から、歴史に関する仕事を好む
ケースも多いです。 

　また、日常生活と家庭に関係のある日用品関係の商
売にも適正があります。蟹座は水のエレメントなの
で、海や液体（お酒やガソリンなど）に関する仕事な
ど、多くの人が必要とする日用品を供給する職種にも
向いています。 

　しかし、ロマンや情緒を欠いた無味乾燥な職場は向
いていません。家庭的な雰囲気のする会社や、家で出
来る仕事、感情的な報酬を得られる仕事の方がのびの
びと個性を発揮できるでしょう。 

【蟹座の成功法則】 

　蟹座の人は強い母性愛からくる「守り、養育してい
く」というエネルギーを持っているため、コミュニ
ティの運営能力に長けています。 
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　心を許した仲間を徹底的に大事にし、献身的にサ
ポートし、育てていこうとするので、守られている仲
間たちも心地良くその場に居続けることが出来ます。 

　他人の感情を敏感に察知する能力に優れているの
で、仲間たちが感じていることや欲していることを感
じ取り、提供していくことでその場の感情的な安定を
維持していくことが得意です。 

　また、その感受性やセンシティブな能力が開花する
と、ヒーラーとしての才能を発揮する人も居ます。ス
ピリチュアルな分野で頭角を現す人も多いでしょう。 

　独立してフリーランスで活動する人も居ますが、他
人との感情的な繋がりが無ければ寂しさと孤独感で強
いストレスを感じてしまうので、価値観や世界観を共
有できるコミュニティに参加し、安心できる人間関係
を構築しておくことが重要です。 

　模倣や再現能力にも優れているので、すでに上手く
行っているビジネスモデルを手本にしてビジネスをス
タートするのも良いでしょう。徹底的にモデリングす
ることにより成功するまでの時間を短縮できます。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



獅子座（しし座）♌ 

【ポジティブなキーワード】 
ブレない、度量がある、寛大、陽気、情熱的、気前が
いい、ロマンを求める、強い信念、大胆不敵、遊び心
がある、親分肌、組織力、公明正大、演技力、演出力、
純粋、裏表がない、温かみ、創造的、クリエイティビ
ティ、自己肯定力、エンターテイナー、勇気がある 

【ネガティブなキーワード】 
権力志向、わがまま、うぬぼれ屋、独善的、強い自己
顕示欲、俗物根性、虚栄心が強い、目立ちたがり屋、
派手好き、強情、横柄な態度を取る、上から目線、孤
独に耐えられない、おだてに乗りやすい、恩着せがま
しい、見栄っ張り、プライドがムダに高い 
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【特徴】 

　獅子座の影響を受けた人は、周りから特別な人だと
思われたいと言う「自己承認欲求」が人一倍強く表れ
ます。注目されたがり、認められたがります。 
　 
　獅子座は創造性を表す星座なので、平凡であること
を嫌い、独創的でドラマチックな人生を生きたいとい
う欲求を抱えています。 
　 
　百獣の王ライオンに象徴されるように、どこか王者
の風格を備えており、守護星である太陽のように明る
く慈愛に満ちた性格で、面倒見の良いリーダー、兄貴
分、姉御肌な存在になる傾向があります。 

　獅子座の人の使命は、太陽のように自ら光を発し、
人々の人生に光と生命を与えることにあるのです。　
勇気があり、大胆率直、正直で単純明快、そして何よ
りも陰謀や裏取引を嫌います。正義感も強いです。 

　性格的には単純なところがあり、人から褒められた
り認められるのが大好きで、例えその言葉がお世辞だ
とわかっていても喜び、上機嫌になります。 
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　自分が話題の中心になっていればゴキゲンなので、
わかりやすい性格であるといえます。 

　欠点が強く出ると、むやみやたらに自分のステータ
スを主張する、プライドばかりが高い俗物になってし
まう恐れもあります。 

　あらゆることに最高さと派手さを求めるのは、その
他大勢の普通の人と思われることに対する恐怖の裏返
しであるともいえます。 

　あらゆる創造活動で独自の個性と感性を磨き、自分
の存在価値を高めれば、外見を飾り立てたり、見栄え
の良い恋人を連れ歩いて、自分がいかに魅力的な人物
であるかを誇示する必要がなくなるかもしれません。
クリエイティビティを磨くのがカギになります。 

　獅子座の魅力は、ただそこにいるだけで明るい輝き
を持っていることです。周りの人々を楽しませ、生き
る喜びを与えたいと言う使命感に燃える人です。 
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　正しい事をしているという気分が自己正当化につな
がり、権力志向を生みます。自分の思い通りにならな
いと不機嫌になります。 

　大勢を集めて騒ぐのも好きです。しかし、それは裏
を返せば寂しがり屋であり、孤独に弱い人であるとも
言えるでしょう。 

【適職の方向性】 

　クリエイティビティに優れ、ドラマチックな生き方
を望む獅子座の人は、平凡な職業よりも、芸術関係も
しくは芸能関係などの華やかな世界が向くと言われて
います。 

　芸能人、俳優、ダンサー、モデル、イベントプロモー
ターなどに多いです。 

　また、自分の思い通りに人を動かせると言う点か
ら、プロデューサーやディレクター、演出家、その他
組織や企業のリーダー、統括責任者、経営者、政府機
関の役人や高級官僚なども適職です。自分が王様でい
られるというのが重要なカギになります。 
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　若者や子ども相手の職業やスポーツ関係にも才能を
発揮します。「見せること」に関係性のある仕事や、
プロスポーツマン、イベント制作などにも才能を発揮
するでしょう。 

　職業選択のコツとして、人目につかない「縁の下の
力持ち」的な仕事は避けた方が良いでしょう。堂々と
自己表現でき、自分、もしくは自分が手掛けた作品が
脚光を浴びられる分野でベストを尽くします。 

　人の下で働く場合は、尊敬に値する上司がいること
が必要不可欠です。若いうちは難しいですが、人に使
われる立場よりも、人を使う立場に立った方が心地よ
く能力を発揮することが出来ます。 

　細かい分析を必要とする職場や役割、言われた事柄
だけを忠実に実行すれば良い仕事では、持ち前のクリ
エイティビティやパフォーマンス能力が持ち腐れに
なってしまうでしょう。 
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【獅子座の成功法則】 

　リーダー、クリエイター、そしてパフォーマーとし
ての資質に恵まれている獅子座の人は、どんどん表に
出て存在感を出していくのが成功の鍵です。 

　YouTubeでチャンネルを作ったり、Facebookや
Instagramなどでどんどん発信し、注目を集め、自分
のファンを増やしていくことがお金に繋がります。 

　躊躇なく自分を打ち出していくことができ、パ
フォーマーとしてのセンスにも優れているので、セミ
ナー講師や講演家なども向いているといえるでしょ
う。 

　獅子座の人の中にも表に出たくない人もいるのです
が、そういった場合は自分ではなく自分が作った作品
や、自分がプロデュースした人が注目や脚光を浴びる
形で出していくのが重要です。 

　自分自身が認められるのと同じくらい、自分が手が
けている作品が認められるのを嬉しく感じるのです。 
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　働く環境としては、持って生まれたリーダーシップ
を存分に発揮できるように、自分がトップとなって働
ける環境が望ましいです。 

　ただし、１人起業家でやっていくというより、ちゃ
んと自分のことを認めてくれる人が近くに居た方が力
が発揮できるので、チームを組むのもオススメです。 

　寛大で面倒見がよく、情熱を持ってブレずにヴィ
ジョンに向かって突き進んでいく獅子座の人の姿を見
て、その傘下に入りたいと願う人は少なくありませ
ん。 

　そのカリスマ性を存分に発揮できるように、自己演
出力と表現力、より良いヴィジョンを描く先見性と打
ち出していく発信力、クリエイティブなスキルを磨い
ていく事が成功の鍵だといえるでしょう。 
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乙女座（おとめ座）♍ 

【ポジティブなキーワード】 
実務的、勤勉、能率の良さ、責任感が強い、控えめで
慎み深い、整理整頓、分析力、注意力、秩序を重んじ
る、問題発見能力、改善力、デリケートさ、秘書的な
能力、修理、調整、奉仕精神、衛生観念、予防医学 

【ネガティブなキーワード】 
行き過ぎた完璧主義、批判がましい、創造性の欠如、
神経過敏、口うるさい、気難しい、臆病、潔癖過ぎる、
世俗的、取り越し苦労をする、人のあら捜しが得意、
視野が狭い、疑り深い、気が小さい、リラックスが苦
手、木を見て森を見ず 
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【特徴】 

　乙女座の影響を受けると、物事の問題点を探し出
し、それを改善する能力が高い人になります。 

　地のエレメント特有の「実務能力が高く有能であり
たい」と言う欲求が強く現れます。 

　乙女座は自分に課せられた課題や、ミッションを効
率よくこなすことにエネルギーを注ぎます。周りの
人々に対し自分に出来る事は何かを見つけることが得
意なので、秘書的なサポート能力が高く、奉仕の精神
に満ちた勤勉な働き手となります。 

　資質が良い形で出た場合は、注意深く秩序を重ん
じ、縁のある人々の問題に援助の手を差し伸べます。
サポーターやコンサルタント気質が強いです。 

　また、自らも着実に機能する高性能AIのように、与
えられた課題を次々と効率良くこなしていきます。し
かし、「気を見て森を見ず」と言うことわざにあるよ
うに、細部にこだわりすぎて全体像を見失い、枝葉末
節にフォーカスしてしまう傾向があります。 
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　他人のささいな欠点をやたら気にしてしまったり、
猜疑心や批判精神にとらわれ、大局的な視野を持てな
くなることもあるでしょう。 

　完璧主義の傾向が強く、失敗することを恐れます。
完璧を求める心は他人のアラ探しに熱中したり、その
結果イライラが高まってストレス性の疾患を引き起こ
すこともあります。 

　一般的には慎み深く、思いやりもある人柄なので、
他人に誠実な印象与え、人から信頼されやすいです。
純情で乙女チックな面があるかと思えば、一方で巧み
な現実的処理能力を発揮できるのも特徴です。 

　乙女座の有能さは、実は「自分は不完全である」と
いう自覚のなせる技かもしれません。地のエレメント
である乙女座は身体感覚に敏感です。心理機能で言う
内的感覚に優れているといえます（特に消化器官
系）。 

　持ち前の分析力や調査能力が健康や自分の肉体に向
くことも多く、食事療法や菜食主義、予防医学への関
心となって現れる事が多いです。定期的に意識して心
身のリラックスを心がけると良いでしょう。 
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【適職の方向性】 

　優れた分析能力と探究心は仕事面でも大いに役に立
ち、実務能力に非凡な才能を発揮します。 

　エンジニア全般、コンピューターのオペレーターや
プログラマーなど、テクノロジーに関する職業は乙女
座の適職であるといえます。 

　また、有力者の右腕ポジションや秘書なども向いて
おり、サポート役として優れた才能を発揮します。 

　健康や予防医学への関心から、看護師、薬剤師、食
事療法士、管理栄養士といった健康や医療関係にも適
性があります。勤勉で、資格の取得なども好みます。 

　細かいデータの分析や構成も得意なので、計理、弁
理士、検査官、公務員などにも向いています。 

　また、職人気質なところもあり、あらゆる分野の技
術者や職人を目指すのも良いでしょう。いわゆる「職
人気質」「名人気質」と言われる資質は、乙女座特有
のものです。 
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　人を使う立場よりも、補佐役や援助役、サポーター
として優れており、責任の重いトップの位置に立つ
と、荷が重すぎて持ち味を発揮できないこともあるか
もしれません。 

　今あるものをさらに向上させる能力に優れ、コンサ
ルタントやアドバイザー、マーケティング、市場分析
なども得意分野です。緻密な設計能力を必要とされる
職業も向いています。 

【乙女座の成功法則】 

　実務能力や分析能力、鋭い洞察による問題の発見と
適切な改善策の立案などに長け、基本的に真面目で勤
勉な乙女座の人は、どんな企業や組織にも求められる
人材です。 

　乙女座の性質からして、ゼロから何かを作り出して
いくクリエイティブさよりも、今あるものを改善して
より良くしていくことの方が得意です。 

　クリエイターが向いていないわけでありませんが、
全く独創的な物を生み出すというよりも、すでにある
コンテンツをベースとして改善し、新しいコンセプト
として出していくのが良いでしょう。 
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　独立してビジネスを行う場合は、経営コンサルタン
トやアドバイザーとして、経営者のサポートをしてい
くスタイルは最適であると言えます。単発の契約では
なく、成果に応じた報酬を受け取るスタイルであれば
収入は青天井になります。 

　市場動向の分析やデータの解析などは得意分野なの
で、ビジネスモデルの欠点や弱点を発見して改善する
中で、自分自身の有能さを実感でき、精神的にも満足
できるでしょう。 

　独立して自由に動くよりも、誰かのサポート役とし
てその有能さを発揮していきたい場合は、組織の幹部
や顧問として籍を置いたり、カリスマ社長の最強の右
腕と言ったポジションも良いかもしれません。　 

　責任が重大過ぎるポジションは向かないので、責任
やリスクを最小限に抑えつつ、「使える奴」というポ
ジションを確保しておくと収入も増えるでしょう。 

　健康や予防医学に関する興味が強い場合、しっかり
と勉強した上で情報発信をしたり、アドバイスをする
スタイルも良いかもしれません。 
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天秤座（てんびん座）♎ 

【ポジティブなキーワード】 
上品、優雅で礼儀正しい、社交性がある、文化的、洗
練されている、バランス感覚に富む、理想主義、愛想
が良い、良識を持つ、ほがらか、のんき、冷静、論理
的、優れた美的感覚、審美眼、客観的、仲裁能力、正
義感、チャーミング、エレガント、美しさ、華やかさ 
 

【ネガティブなキーワード】 
優柔不断、日和見主義、見栄っ張り、頼りがいがな
い、怠惰、周囲に流される、曖昧な言動、八方美人、
責任感の欠如、孤独に耐えられない、努力が苦手、偽
善的、妥協しやすい、移り気、浮つく、表層的 
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【特徴】 

　天秤座は12星座中No.1の社交性を誇り、人は一人
では生きていけないと言うことをよく知っています。
別名「人間関係の星」とも呼ばれ、すべての星座の中
で最も人との関わりを求めます。 

　天秤座の人は相対的な視点が強く、他人を鏡として
自分の姿を見ます。「天秤」によって象徴されている
ように、バランス感覚に優れ、周囲との調和を何より
も重んじます。 

　天秤座の影響が強く現れると、礼儀正しくエレガン
トで上品なマナーを身につけた、洗練されたイメージ
を持つ人になります。いつも冷静で、極端に偏った物
の見方をしない良識派であるともいえます。 

　天秤座の人にはそれぞれ独自のルールを持ってお
り、何かを決断する時はそのルールに沿って感情では
なく、理性で物事を判断しようとします。 

　美の星・金星を守護星とする天秤座は、芸術や自然
の中に美しさを感じ、そこに魅力を感じます。 
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　同じ守護星を持つ牡牛座が、より感覚的な美しさを
象徴するとすれば、天秤座はもっと抽象的で洗練され
た美しさを愛します。 

　芸術家、アーティストと言うよりも、「芸術愛好
者」と言う言葉の方が、天秤座にはふさわしいかもし
れません。自分を取り巻く世界を美しく調和の取れた
ものにしたいという衝動に溢れたサインです。 

　平和を愛し、偏見を嫌う心がマイナスに働くと、曖
昧な言動を繰り返し、優柔不断になります。誰にでも
いい顔して八方美人な態度をとる場合も多いです。 

　理想的な意見を述べても、実行力が伴わない頼りな
い人だと思われることもあるでしょう。協調性や妥協
性に富んでいるので、その分決断力が弱まるのも否め
ません。 

　天秤座の人の人生は、仲間や友人を始めとした他人
との協力関係や、結婚などのパートナーシップがベー
スとなり、発展し展開していく傾向にあります。人間
関係が鍵になるということです。 
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【適職の方向性】 

　「美と調和の星」と言われている天秤座は、美的な
センスを生かせる職種、ファッションやインテリア関
係などに適性があります。 

　デザイナー、美容師、エステティシャン、装飾品や
贅沢品に関するビジネス、楽器関係、美術評論家、画
家、園芸関係にも才能を発揮します。 

　また、社交性や外交性に優れているので、各種渉外
関係、サービス業、人を楽しませ喜ばせる仕事などに
も向いています。 

　天秤座の象徴である「はかり」は、本事の善悪を客
観的に公平かつ公正にはかる役割を果たします。なの
で、裁判官や調停委員会など、持ち前のフェアさと論
理性を発揮する法律関係も向いているでしょう。 

　天秤座は別名「関係性の星」と呼ばれているよう
に、1人で行う仕事ではなく、誰かと組んで仕事をす
るのに向いています。信頼のできる相手と共同事業を
行うのも良いでしょう。 
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　厳しい修行を伴う仕事や、乱雑で不潔な職場環境は
天秤座の人の気分を滅入らせます。明るく爽やかで調
和の取れた雰囲気のする職場が望まれます。 

　芸術的な才能、美術や音楽など、そしてデザインに
関する鋭いセンスを持っているのも特徴です。会話好
きで華やかな世界を好むため、男女ともにホストやホ
ステスなどの接客業に向いているといえます。 

【天秤座の成功法則】 

　天秤座の武器は「社交性」「華やかさ」「公平さ」
「美的感覚」などであり、成功の可能性は人間関係の
中にあります。 

　良いパートナーを見つけることが大成の鍵になるの
で、「どんなコミュニティに参加しているか」「どん
な人とつながっているか」が非常に重要なファクター
になってきます。 

　１人で部屋にこもって黙々と作業をするタイプでは
なく、積極的かつ活発に人と会い、人の集まりに参加
して人脈を構築していく事で新たなチャンスを獲得
し、道を切り開くことができるでしょう。 
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　また、紹介したり、紹介されるのも好むところで
す。自分が良いと思った商品やサービスを、人間関係
の中で紹介して広めていくのが得意なので、セールス
やアフィリエイト、広告代理業などは向いています。 

　ウェブデザイナーやファッションコンサルタント、
メイクアップアーティストなど、「美」に関する仕事
には適性があるので、特にパッションの強い分野があ
ればそのカテゴリーで独立するのも良いでしょう。 

　集客や販売のプロセスはオンラインでも完結できま
すが、社交性や人当たりの良さを活かしていくために
積極的にリアルの社交場やイベントに参加し、そこで
人脈を作ってサービスを提供していくとビジネスが飛
躍的に加速します。 

　人々の間を取り持ち、それぞれの主張を上手に通し
ていく交渉技術に長けているので、エージェント業や
コーディネーターなども向いていると言えます。 

　華やかな世界観にマッチする感性の持ち主なので、
セレブや上流階級の人たちを相手にした富裕層向けの
ビジネスなどは楽しみながらこなせるでしょう。 
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蠍座（さそり座）♏ 

【ポジティブなキーワード】 
不屈の精神力、鋭い感受性、強い目的意識、粘り強
い、思い切りの良さ、根本的な変革力、探究心旺盛、
意志が固い、洞察力がある、口が堅い、磁石のような
魅力、ミステリアス、神秘的、自己コントロール力、
問題の核心に迫る、集中力、エロス 

【ネガティブなキーワード】 
著しく頑固、嫉妬深い、復讐心を燃やす、策略を巡ら
す、思い込みが激しい、秘密主義、協調性に欠ける、
猜疑心が強い、人を信用しない、閉鎖的、支配的、人
の好き嫌いが激しい、辛辣、皮肉、意地悪、残酷、憤
慨しやすい、執念深い、極端、裏切り者を許さない 
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【特徴】 
　並外れた精神力と、自分をコントロールする力に優
れているのがさそり座の特徴です。 

　さそり座の影響が強く表れている人は「強力な目的
意識」を持ち、徹底して自らの人生を生き抜きます。 
もし、自分の目的達成を目指す過程で障害になるもの
があれば、自分の信念を貫き通すために戦いも辞さな
いでしょう。強く固い信念を持っています。 

　ガードが固く、猜疑心の強いサインだと言われるの
は、他人にコントロールされる事を極端に恐れる気持
ちが強いからです。それが秘密主義と言われる所以で
す。他人には簡単に心許しません。その口の固さゆえ
に、信頼できる人と評価を得ることもあるでしょう。 

　精神科医のフロイトは「人間は性と死（エロスとタ
ナトス）という2つの矛盾する欲望を抱えている」と
言いました。さそり座は人間にとっての最大のタブー
であるこの2つを司る星座です。 

　さそり座の影響を強く受けた人は、ミステリアスで
どこか超然とした雰囲気を身にまとい、磁石のような
不思議な性的吸引力を放ちます。 
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　また、深い洞察力を持っており、何らかの意図を
持って隠されたものや、物事の裏側や背後に潜む真実
を暴く力を持っています。 

　人生の転換期が訪れた時には、強い決断力を発揮し
てそれまで歩んできた道を思い切りよく捨て去り、全
く別の世界へと進んでいくという、大胆かつ抜本的な
自己改革を平気でやってのけます。 

　良くも悪くもかなり極端な星座だと言えるでしょ
う。“オールオアナッシング”と言う言葉は、さそり座
の考え方や行動パターンをよく言い表しています。内
側に強い情熱を秘めており、表面的には優しく穏やか
な雰囲気を漂わせている人も多いです。 

情が深く、愛する人や自分に友好的な人に対しては誠
実ですが、一度裏切られると深い愛が憎しみに変わ
り、激しい復讐心を持ちやすいという特徴もありま
す。 
「０か100か」ではなく、「100かマイナス100か」
という極端さが特徴です。 
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　また、とても集中力に優れ、研究熱心で、科学的に
物事を推理したり、追求していく面があります。そう
かと思えば、神秘的な直観も持ち合わせており、あら
ゆるアプローチで本質を探り当てようとします。 

【適職の方向性】 

　探究心が旺盛なさそり座の人に最も向いている職業
はズバリ「研究者」です。企業の開発室や研究機関な
どで興味のあるテーマについて心おきなく研究に没頭
すると良いでしょう。 

　深い洞察力や人を見抜く力は、心理学者や精神分析
医、臨床心理士、カウンセラー、占い師など、人の心
や内面を扱う職業で発揮できそうです。 

　また、舞台美術家や演出家など、裏方として全体に
影響を及ぼす黒幕的な職業も適職です。水関係もしく
は重機械、原子力関連に従事している人も多いです。 

　深い洞察力と、秘密をどこまでも追求していく粘り
強さがあり、探偵や刑事、調査員、スパイなどにも向
いています。人の心理を読み戦略的に仕事を推し進め
ていくのが得意です。 
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　洞察力が鋭いがゆえに、自分で察し感じ取った事が
事実であるかどうかはさておき、それが頑固な思い込
みに変わってしまうと、周囲の人間関係に支障をきた
すこともあります。好き嫌いは極めて激しいです。 

　人と協調して行う作業よりも、単独行動できる仕事
の方が向いています。好きな事をどこまでも追求し、
結果それが職業となる場合もあるでしょう。 

　【蠍座の成功法則】 

　蠍座の人が成功するためには「人間心理」「研究」
「探求」がカギとなります。 

　支配されたくないという欲求が強く、その裏返しで
支配したいという欲求もあります。人間関係において
も主導権を握るために、マインドコントロールのテク
ニックを活用したり、相手の弱みや秘密を握ろうとす
する部分もあるかもしれません。 

　人の心理を読み取ったり、コントロールすることに
も強い興味があるので、コピーライターやマーケッ
ターも向いているでしょう。 
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　蠍座の影響が強い場合は、自分が主役として表に出
るよりも、裏方として影から主導権を握るプロデュー
サーやプロモーター的な立場にも適性があります。 
　 
　とにかく、何か特定の分野をたぐいまれな集中力を
持って突き詰めて研究し、誰もたどり着いたことが無
い発見を出来れば成功は近いです。そして、その研究
結果を価値あるものとして商品化し、ビジネスを展開
してけば大金に繋がるでしょう。 

　また、良くも悪くも12星座の中で最も振り切れた
“極端さ”を持っており、使いようによっては強力な武
器になります。 

　今の時代は価値観の多様化とともに、信じられない
くらい様々なニーズが存在しています。自分だけのカ
テゴリーを深掘りしていけば、大衆ウケはしなかった
としても、コアなファンを獲得し、独自の経済圏を構
築することが出来るようになるでしょう。 

　「これ！」と決めたことに対してブレーキ無しで徹
底的にやり尽くし、誰にも真似出来ないレベルまでや
り込むというのが蠍座の成功の秘訣です。　　 
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射手座（いて座）♐ 

【ポジティブなキーワード】 
率直、快活、ユーモアがある、ポジティブ、開放的、
正義感が強い、博識、誠実、フランク、自由を愛する、
理想主義、善良、向上心がある、視野が広い、発展的、
哲学的、未来志向、高潔さ、発信力、高尚さ 

【ネガティブなキーワード】 
熱しやすく冷めやすい、落ち着きがない、大げさ、不
注意、無責任、気まぐれ、熱狂的、大風呂敷を広げる、
同情心に欠ける、傍若無人、見通しが甘い、矛盾した
行動／言動、機転が利かない、一貫性がない、マナー
がない、信頼できない、議論好き 
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【特徴】 

　射手座を象徴する「解き放たれた矢」は、いつも未
来に向かって飛んで行きます。 

　射手座の影響を強く受けると「未来志向」の考え方
が強くなります。目の前にある具体的なものではな
く、未来の可能性のあることに興味を持つのが特徴で
す。 

　自由をこよなく愛し、誰に対してもオープンで率直
な人柄と、何にでも興味を示す好奇心の強さ、向上心
と旺盛な知識欲が備わった星座です。情熱的で冒険心
が強く、常に「今ここにはない何か」を求めてさまよ
い続けます。 

　旅は射手座にとって重要なテーマです。実際に旅行
好きの人も多いし、「正義とは、真実とは何か」といっ
た高尚な考えを追求し、本を読んで直感を巡らせ、精
神や知性などの内面世界でも旅を続けます。 

　哲学や宗教、外国、教育に関することも射手座が
司っている領域です。 
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　射手座にとって事実は相対的であり、常に変化して
いるものです。射手座の人を端から見ると、落ち着き
がなく、言うことがコロコロ変わるように見えるのは 
そういった物事の捉え方をしているせいでもありま
す。 

　その瞬間は常に本気なのですが、次の瞬間にはもう
気が変わっていることもあるので、共同作業において
は人を振り回しがちで、場合によっては無責任との悪
評を得てしまうこともあるでしょう。 

　若いうちは特に、自由奔放に未知の経験を求めて放
浪する傾向にありますが、年齢を重ねると宗教性や道
徳性を身に付けるようになるでしょう。 

　射手座はどの星座よりも「熱狂的」な性質を持って
います。自分が行う事は正義であると言う楽観的な自
己肯定感があり、神や宇宙に対する忠誠心を持ってい
ます。 

　細かいことを扱うのは得意ではありませんが、高い
視点から全体を見通した上でのプロジェクト設計には
鋭い直感を発揮します。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



　欠点が強く出てしまうと、楽観主義は誇大妄想とな
り、大風呂敷を広げる割には、見通しの悪さから失敗
を招いたり、ギャンブルで財産を失ったり、落ち着き
のない人生を送ったりもします。 

　最良の場合、敬虔な宗教心を持ち、未来を的確に洞
察して人々の精神的なリーダーとなるでしょう。 

【適職の方向性】 

　常に新しい経験を求めて止まない星座なので、デス
クワークに縛られるよりも、アクティブに動き回る仕
事が向いています。企画営業にはセンスがあります。 

　教師、塾の講師、教授、大学職員、師匠、法律家、
講演家、探検家、出版業、本屋、旅行代理店、ツアー
添乗員などにも向いています。 

　また、海外に関する職業として、通訳やフライトア
テンダント、パイロット、外交官、大使館関係、外資
系の会社や国際的なホテルなどを職場に選ぶのも良い
でしょう。スポーツや動物に関わる仕事も射手座の適
職です。 
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　職業に関する好みはたびたび変化し、多彩な職歴を
持つ人もいます。それは常に新しい経験を求め、落ち
着きがないという性質から由来するものですが、ほと
ばしる向上心ゆえに、一定の仕事に安住していられな
いと言うこともあります。 

　たとえ学歴がなくても独学で知識を増やしていきま
す。勤勉と言うよりも、情熱的な向上心に優れます。 

　未知への探究心が遠く離れた外国への興味に変わ
り、海外でビジネスを行う人も居ます。決まりきった
単調な仕事や事務作業には不向きです。 

【射手座の成功法則】 

　射手座の持つ「未来志向」「海外志向」「向上心」
などの資質は、様々な成功へのルートをもたらしてく
れます。 

　未来のヴィジョンを見る先見の明もあるので、社会
の変化の動向を予測して先行投資をしたり、海外で当
たっているビジネスモデルを国内に持ってくる、と
いったスタイルが得意です。 
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　自分の意見を主張し、尊重されたいという欲求を
持っているので、情報発信を起点とするビジネスも向
いているといえるでしょう。 

　出版や広告、講師業なども向いているので、自分で
学んだことをまとめて出版し、広告で拡散して読者を
集め、私塾やコミュニティに参加してもらうというス
タイルも得意です。 

　「旅」「海外」というキーワードも今の時代にマッ
チしているので、海外放浪をしながらブログで生計を
立てたり、海外からノウハウやアイデアを持ち帰って
ビジネスを展開する人も多いです。 

　まずは継続的に自分の主張を発信していくメディア
媒体を育てる事が、すべての鍵になるでしょう。 
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山羊座（やぎ座）♑ 

【ポジティブなキーワード】 
真面目、冷静沈着、仕事熱心、義務に忠実、規律正し
い、社会性がある、集中力、責任感、思索的、システ
マティック、伝統を重んじる、分別がある、経済観念
が発達、忍耐強い、根気がある、慎重、研究熱心、凝
り性、孤独に強い、計画力、基準が高い、実現力 
【ネガティブなキーワード】 
悲観的、因習的、自他ともに厳しい、苦労性、打算的、
陰気、抜け目がない、権威的、他者に要求が多い、物
質的、社交性に乏しい、人を褒めるのが苦手、小心
者、感情表現が苦手、無愛想、ケチ、無慈悲、要領が
悪い、発展性に欠ける、遊び心がない、伝統に固執 
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【特徴】 

　山羊座の影響を強く受けると「単純に面白そうだか
ら」という理由だけでは動かない人になります。 

　常に冷静かつ慎重に、自分にとってメリットが有る
かどうか、それをする事で自分が社会でどう評価され
るかまでを考えた上で、初めて行動に移します。一攫
千金を夢見て失敗するよりも、地道で堅実な道を選択
する傾向にあります。 

　ハッキリとした目的意識を持っており、着実にその
達成へと向けて努力を積み重ねていきます。新しい情
報や可能性を受け入れて失敗したり、横道にそれたり
するのを恐れる傾向があります。それゆえに悲観的で
保守的と評される事もあるでしょう。 

　山羊座の人が勝ち取りたいのは「成功」であり、自
分が納得する最高のものを手に入れ、達成するまでは
黙々と働き続けます。 

　自分に厳しく、ともすれば他人にもその厳しさを要
求することもあります。人から褒められたり、賞賛を
浴びたりしても素直に喜べないのは、自分の中にある
成功の基準がとても高いからです。 
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　山羊座の守護星である土星は、時間を司る神クロノ
スを象徴しています。 

　この星座の影響を受けた人は、ムダを嫌い、効率の
良い時間の使い方やスケジュール管理に優れた才能を
発揮します。物事を組織化し、目的をより効率よく達
成するための技術を身に付ける事に喜びを感じます。 

　秩序や規範、モラルといったものを愛する人です。
愛するがゆえに、秩序を重んじる山羊座の能率主義
は、自らの感情や他人との心の交流を無駄なものとし
て切り捨ててしまう傾向にあります。そのため、ケチ
で冷たい人間と言われることもあるでしょう。 

　遊び心や社交性に乏しく、人に素直に甘えるのが苦
手なので、孤独に陥ることもあります。しかし、その
孤独に耐えうる強さも山羊座の特徴です。 

　研究熱心で凝り性な面もあり、何らかの成功を勝ち
取る上で役に立ってくれるはずです。山羊座の動きは
物事を結晶化（クリスタライズ）させ、形にする現実
化能力を象徴しています。 
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【適職の方向性】 

　山羊座はビジネスマン気質が強く、起業家や経営
者、プロジェクトの実務担当者などが多いです。物事
の計画、進捗の管理、無駄を省くコストカットなど、
経営者として必要な資質が生まれ持って備わっている
とも言えます。 

　また、プログラマ、システムエンジニア、オペレー
ターなどの、長期にわたるキャリアを伴う仕事や、技
術を身に付けていく仕事にも適しています。 

　仕事は生活の為と割り切り、安定した収入を得るこ
とだけが目的ならば公務員などの固い職業を狙うのも
良いですし、さらなる地位を求めるのであれば上級官
僚や公職を目指すのも良いでしょう。 

　政治家、数学者、科学者、建築関係、経済学者、管
理人、農業なども適職です。また、大工や土木関係、
建築関係、不動産業、印刷関係なども山羊座が司って
いる職業です。 

　持ち前のマネジメント能力を存分に発揮できるマ
ネージャー業やプロの雇われ経営者なども向いていま
す。 
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　趣味で始めた習い事やお稽古を極め、教える立場に
なる人もいます。特に、ある程度の期間の修行が必要
となる伝統芸能や伝統工芸等も好むところでしょう。 

　山羊座は社会性があり、社会やビジネスとの関係に
おいて自分を表現しようとする星座です。この人達の
関心事は「効率良く達成できるか」「自分の行いは社
会的にちゃんと評価されるかどうか」であり、強い野
心や出世欲を胸に秘めています。 

　あまり要領が良い方とは言えないので、トントン拍
子に認められると言うよりも、忍耐強く努力を重ねて
地道にキャリアアップをしていくタイプです。 

　大きな組織に属する場合、社内政治や水面下での調
整に精通するタイプでもあります。 

【山羊座の成功法則】 

　根っからのビジネスマン気質の山羊座の人は、自分
の好き嫌いやこだわりよりも、しっかりと利益の出る
儲かるビジネスに着手することがカギです。 
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　理想よりも利益を追求するタイプであり、計画や実
行、進捗の管理、コストカットなどは得意分野なの
で、よほど冒険しなければビジネスにおける成功確率
は高いといえるでしょう。 

　自分が注目を浴びるキャラクタービジネスを行うよ
りも、チームを構築し、個人事業レベルではなく、
ちゃんとした組織的な企業活動になるようにしていっ
た方が、その能力を存分に発揮することが出来ます。 

　目で見える成果を追求し、成功や達成に対する願望
が強いので、客観的に結果が計測できるスタイルの仕
事をしていった方がモチベーションをキープしやすい
でしょう。 

　極端な成果主義に走ると社員やチームメンバーの感
情を無視しがちになり、離反を招くことになるので、
感情のマネジメント技術も意識して習得する事が重要
です。そうすることでチームの体制が安定し、全力で
ビジネスに打ち込んでいくことが出来ます。 

　感情よりも数字を重視するタイプなので、効率良く
稼げることにフォーカスするのが重要ポイントです。 
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水瓶座（みずがめ座）♒ 

【ポジティブなキーワード】 
人道主義者、進歩的、独創的、誠実、偏見がない、ユ
ニーク、独立心、自由奔放、発明の才能、科学的、論
理的、理想主義、普遍的、博愛精神、抽象的なものへ
の理解、伝統にとらわれない、友好的、クール、独自
の価値観を持つ、反骨精神 

【ネガティブなキーワード】 
エキセントリック、気まぐれ、権威に反抗的、協調性
の欠如、屁理屈をこねる、薄情、反社会的、ぶっきら
ぼう、突飛な行動を取る、頭でっかち、伝統を無視す
る、人を苛立たせる、非現実的、実行力不足 
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【特徴】 

　水瓶座が持つ性質の中で特に強調されるのは、「自
由への要求」と「個性の尊重」にあります。 

　他人と違う事をし、自分の個性を発揮することに対
して１ミリの躊躇もありません。「変人」「変わり
者」といった言葉はむしろ褒め言葉だと捉えます。 

　人間関係には常に一定の距離を保っていて、感情的
にベタベタする事はなく、相手の立場を尊重するスタ
ンスです。自分の精神的な自由を大切にするのと同様
に、他人の自由も同じように重要視するのです。 

　誰にでも友好的でありながらも、べったりせずに
クールな振る舞いをキープするので、冷たい人だとい
う印象を与えることもあります。 

　「人類愛」や「人間性の理解」というのも水瓶座の
重要なキーワードです。 

　恋愛関係においても、個人的な愛を超えた普遍的な
愛を理想としています。お互いの個性を尊重し、双方
の自由を縛り合わない非利己的な愛を求めます。 
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　また、水瓶座は人間の性質を深く洞察することにか
けて非常に優れた素質を持っています。抽象度の高い
俯瞰的な視点で人間関係を観ることが得意で、相手が
なぜそのような考え方や行動を取ったりするのかを正
しく理解しようとします。 

　考え方は論理的かつ科学的で理屈っぽく、どこまで
も原因や理由を追求する傾向にあります。水瓶座を含
む風のエレメントは知的欲求を強く持っていますが、
双子座の持つ単純な好奇心とは違い、水瓶座にとって
は「意味を理解する」ということが知る事なのです。 

　しかし、その発想は独創的かつ斬新すぎるので、周
囲から見ると偏屈でエキセントリックに見えてしま
い、変わり者のレッテルを貼られる事もよくあるで
しょう。 

　この性質が極端に現れると、伝統を完全に無視した
り、世間に反抗的な態度をとり続けることにより、社
会からかけ離れた存在になってしまう事もあります。 

　水瓶座の守護星は、それまで7つの惑星で完結して
いた占星術の世界に大いなるブレイクスルーをもたら
した天王星です。 
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　天王星が発見される以前は、占星術においては目に
見える範囲の星（土星まで）しか扱われていませんで
した。 

　ルネサンスの時期に望遠鏡が開発され、それによっ
て初めて天王星の存在が確認されたので、進歩や革命
を司る星だと言われています。 

　天王星の影響により、水瓶座は常に新しく、未だ誰
も足を踏み入れていない世界や、革新的で進歩的な考
え方を求め続けます。その未来志向の考え方が、足元
の現実をおろそかにしがちな点は否めないでしょう。 

【適職の方向性】 

　自分の個性やユニークさ、独創性を生かしつつ、社
会貢献や人助けに繋がる職業に向いています。 

　デザイナー、カメラマン、造形美術家、コラムニス
ト、著述業などのフリーランサーなどに多いです。 

　科学やエレクトロニクスの分野にも強く、科学、天
文学、考古学、社会学などの研究者や学者、IT関係、
ウェブデザイナー、航空関係、パイロットなども適性
があるといえます。 
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　企業の企画部門や、研究室で商品開発に携わるのも
いいでしょう。また、グローバルな視野を生かし国連
や政府機関、NGOやNPOの職員など、国際交流に関
わる職業に就いても力を発揮するでしょう。 

　水瓶座の影響を強く受けると、地位や名誉等にはほ
とんど関心がなく、お金にも無頓着になりがちです。　 

　この人たちは自由な立場で縛られずに才能を発揮で
きる職場を求めます。あらゆる分野の前衛的なアー
ティストは水瓶座の影響を受けた人々であると言えま
す。 

　また、発明の才能があるので、今存在しない新しい
職業を独自に生み出す可能性もあります。金銭に無頓
着な傾向にあるので、人によっては無職の状態がしば
らく続く場合もあります。 

【水瓶座の成功法則】 

　水瓶座の影響が強い人は、金銭的な成功よりも「自
分だけの唯一無二の個性を活かした仕事ができている
か」「それによって人助けを出来ているか」という点
を重視する傾向にあります。 
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　売上や利益を重視するビジネスマンというよりも、
今の社会が抱えている問題を解決しようとメッセージ
を投げかけたり、実際に困っている人を助ける人道主
義者というイメージが強いです。 

　とは言え、この資本主義の社会の中では人助けをし
たり、欠陥を抱えたシステムを刷新していくためには
資金力や影響力が必要になります。 

　まず最初のステップとして、自分の個性やオリジナ
リティを打ち出しつつ、自分ならではのサービスや商
品で人助けに繋がるビジネスを展開し、生活に困らな
いだけの収入を得ていく事が重要です。 

　その後、志を同じくする仲間を集め、大きな社会的
変革を成し遂げていく事に使命感を感じるようになる
でしょう。 

　インターネットや先端テクノロジーに強く、論理的
な思考力の持ち主なので、適切に情報を収集すれば自
ずと最適解を発見し、自分だけの道を打ち出していけ
るでしょう。 
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　他人に縛られることなく、誰の言うことも聞く必要
のない自由な環境を強く求める部分があるので、フ
リーランサーとしてのスタイルを確立することが精神
的な満足につながる可能性が高いです。 

　他人と違うことを好み、大衆とは真逆の方向をあえ
て攻めていく気質を持っているので、最初は理解され
ない部分もあるかもしれませんが、持ち前の知性とブ
レない思考能力をフル活用していけば、徐々に仲間が
増えていくでしょう。 

　他人の考えを上手く取り入れ、古ぼけた現状のシス
テムの改善点や向上点を発見し、革新を起こしていく
のは水瓶座が帯びている重要な使命でもあります。 

　独自のひらめきや高い発想力、新技術への適応能力
を上手くマネタイズする手段を見つける事が、経済的
に成功するための鍵になるでしょう。 

　合理性を重視するあまり感情を切り離しすぎてしま
うと、周囲との関係に軋轢が生まれるので注意してく
ださい。 
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魚座（うお座）♓ 

【ポジティブなキーワード】 
想像力豊か、同情心、慈悲の心、ヒーリング、インスピ
レーション、受容性、包容力、自己犠牲精神、神秘的、
幻想的、センシティブ、象徴的なものへの理解、清濁併
せ呑む、超越的、無私の愛、夢みる力、他人の悩みを聴
く、芸術性、クリエイティビティ、癒やし、情け深い 

【ネガティブなキーワード】 
決断力に欠ける、曖昧、不注意、感傷的過ぎる、共依存
的、意志薄弱、だらしない、混乱しやすい、誘惑に弱い、
非現実的、陶酔的、公私混同、落ち込みやすい、自己欺
瞞、矛盾した行動、金銭感覚にうとい、感情の起伏が激
しい、俗物的、他人と自分の境界が曖昧、一貫性がな
い、流されやすい、ルールを守れない、現実逃避しがち 
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【特徴】 

　海のように深い包容力や受容性、豊かな感受性を備
えているのが魚座です。 

　魚座は海の象徴であり、海は全てを飲み込み、浄化
します。魚座の影響を強く受けると、非常に情が深い
人になり、他人の悩みを同化吸収して和らげる独特の
ヒーリング能力を発揮するケースもあります。 

　また、海の底は深い静けさをたたえています。この
人たちも深い瞑想の世界に入り、世俗からかけ離れ、
どこか超然とした雰囲気を漂わせています。 

　魚座の愛はすべてを包み込み、自己犠牲をもいとい
ません。世の中に溢れている悲劇的な事柄に、どの星
座の人よりも敏感に反応します。 

　無償の愛というのは魚座の重要なテーマですが、あ
らゆる種類の社会の犠牲者たちに感情移入し、その結
果、援助する人と援助される人との間に共依存関係を
作り出してしまう恐れもあります。 
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　助けたい、癒やしたいという思いのあまり、世話を
焼き過ぎたりして相手が自立できなくなったり、互い
に深みにハマってしまうケースもあります。 

　魚座のシンボルは2匹の魚で象徴されますが、これ
は二重性を表しています。純粋な世界を追求する一
方、官能的な世界にもおぼれやすいという傾向があり
ます。誘惑に弱く、お酒やセックス、薬物などに中毒
的なハマり方をしてしまうケースも多々あります。 

　この一見して相反する性質が、魚座の中では違和感
なく混在しており、他人からすれば矛盾とカオスが入
り混じったように見える部分もあるでしょう。 

　柔らかい雰囲気と、枠にとらわれず、清濁合わせ飲
む懐の深さが特徴です。海は常に流動的であり、一定
の形がありません。魚座の言動に一貫性がなく、非現
実的に見えるのもそのためです。純粋な天然キャラや
不思議ちゃんは魚座の影響が強いかもしれません。 

　現実生活に確固とした方向性や指針を持たず、感じ
るまま、流されるままに任せて生きているようなとこ
ろがあります。 
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　実務レベルでは頭が混乱しがちで、かなりフワフワ
したところがあります。また、日常の決まりきったこ
とや、規律に順応できず、規則正しい秩序ある生活を
していくことが苦手です。 

　しかし、人には説明できないような不思議な直感と
独特の感受性を発揮し、世の中を上手に渡っていく人
が意外に多いです。 

　現実世界よりも夢や想像の世界で遊ぶのが魚座の特
徴です。この特徴が良い形で現れた場合は、音楽やダ
ンス、映画などの芸術を通して積極的なクリエイティ
ビティを発揮するでしょう。創作活動と現実逃避が混
在する傾向にあります。 

　また、自分と他人の境界線が曖昧で、なおかつ自我
が強いタイプではありません。それゆえに大衆が抱え
る無意識の欲望を理解する能力に優れます。純粋な形
でそれが活かされた場合は、優れた宗教家になった
り、時代を引っ張るカリスマ性を発揮することになる
でしょう。 
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【適職の方向性】 

　うお座は幻想とイマジネーションを司る星座なの
で、頭の中に浮かぶイメージや映像を現実の仕事に生
かすことができるでしょう。 

　アーティスト、イベントの企画運営、クリエイ
ター、カメラマン、映像関係など、現実的な形あるも
のよりも、形の無い抽象的なものを取り扱う仕事が向
いています。 

　ヒーラーのように他人の悩みを和らげる才能がある
ので、看護師や医者、ヘルパーなど福祉関係の仕事に
向いています。 

　特に、精神科医や心理学者、カウンセラー、セラピ
ストなど、人の心を扱う職業に適しています。占い師
や僧侶、宗教などにも関係が深い星座です。 

　水商売や貿易関係にも独特の感性を発揮します。お
酒やワインなどの販売、ソムリエ、または水や海に関
する職業、船乗り、ガソリンや石油関係、水族館、フィ
ルム産業、博物館なども象徴として司っています。 
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　スピリチュアルな感度が高い傾向にあります。イン
スピレーションを伴った芸術全般、映像関係、ファッ
ション業界などで才覚を表すケースも多いです。 

　この星座の影響が強いと、競争の激しい業界や、規
律のうるさい職場には適していません。問題を解決し
たり、能率を上げることにあまり興味がないので、事
務職に向いているとは言えないでしょう。 

　人の痛み（心も体も）に敏感なので、医療や福祉、
宗教関係は天職と言えるでしょう。 

【魚座の成功法則】 

　神秘主義者でフワついたところがあり、約束や時間
を守れず、実務は苦手というイメージが強い魚座です
が、ビジネスが苦手というわけではありません。 

　そのクリエイティビティを活かして音楽やデザイ
ン、映像関係で活躍するアーティストも多いです。 

　スピリチュアルな分野で才能を開花し、ヒーラーや
カウンセラーのようなスタイルで仕事をしている人も
多く、共感や癒やしの資質を持っているので水商売も
向いているといえるでしょう。 
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　感受性や共感能力に優れているので、その時代の
人々の潜在的な不満や欲望を読み取り、ニーズにマッ
チしたサービスを提供していくこともできるでしょ
う。大衆の代弁者として、求められる役割を演じるこ
とも得意です。人気商売にも適正があります。 

　他人のために自己犠牲をする事もいとわないので、
献身的なサポートで人に尽くすのも得意です。ビジネ
スの最前線を切り開くリーダーの側でサポートをしつ
つ、癒やし担当要員として存在感を発揮するのも良い
でしょう。 

　スピリチュアルや精神世界の市場は一定のニーズが
あり、形のないものを扱うマーケットも徐々に拡大し
ているので、魚座の要素を活かしたビジネスは時代を
先取っているとも考えられます。 

　誰にも縛られない自由な仕事スタイルを確立するこ
とが、魚座の精神的満足に繋がるでしょう。自分と他
人の境界線が曖昧になりがちで、他人の為に自分を犠
牲にしすぎる傾向もあるので、注意が必要です。　 
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いかがでしたでしょうか？ 

「わかるわかる！まさに自分の性格に 
　ピッタリ当てはまってます！」 

という人もいれば、 

「当たっている部分もあるけど、 
　いまいちピンとこない部分も…」 

という人もいると思います。 

それもそのはず、ここまでの内容は 
単純に12星座のおおまかな特徴を 
ざっくりと紹介しただけのものです。 

西洋占星術のごく一部を切り取った、 
いわゆる「星占い」の領域を出ていません。 

なので、どうしても「当たっている」 
「当たっていない」という視点で見てしまいます。 

しかし、それでは本質は掴めないのです。 
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「え？どういうことですか？ 
　星占いと占星術って何が違うんですか？」 

と思われたと思いますが、実は 
この２つは似ているけど違うものです。 

情報量が多く複雑で難解な西洋占星術から 
ごく一部を切り出してシンプルに 
わかりやすくしたのがいわゆる 
12星座占いなのです。 

12星座占いでわかる情報を「１」だとすると、 
本格的な占星術で扱う情報量は「100」以上です。 

少なく見積もっても 

100倍以上の情報量 

があります。 

より細かくあなたの資質、才能、思考や行動の 
タイプやパターンを導き出していくことができ、 
あなたならではの使命や天職の方向性を 
ひも解いて行く事が出来るのです。 
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しかし、あまりに情報量が多く複雑なので、 
いきなり全部はお伝えできません。 

なので、今回はここまでの部分で占星術の 
一番の基礎となる12星座の要素だけを 
簡単にお伝えしたのです。 

すでにお腹いっぱいになりかけている人も 
いるかもしれませんが、まだまだ序の口です。 

ここからが本番の第一幕の始まりですよ。 

自分の中にある“10個の顔” 
今回、誕生日を元にして出した星座の情報は 
「太陽」の星座だけを見たものです。 

つまり、今まであなたが自分の星座だと 
思っていたのは「太陽星座」だったのです。 

私たちが住む地球を取り巻く太陽系には 
太陽を始めとして水星、金星、火星、木星、土星、 
天王星、海王星、冥王星と、 
たくさんの星が存在しています。 
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地球を取り巻く太陽系の惑星たち 

地球に住む私たちにとって、太陽の次に身近な 
『月』の存在も忘れてはなりません。 

今紹介したように、太陽系には 
地球を除いて10個の象徴的な星があります。 

この10個の星を“全て”活用するのが 
本格的な占星術なのです。 
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この10個の星は、それぞれが特徴を持ち、 
異なる象徴や役割を持っています。 

この10個の星が持つ特徴が全てあなたの中に 
存在していて、それらが組み合わさって 
あなたの人格を形成しているのです。 

簡単に言うと、あなたの中には 
『10個の顔』があるという事です。 

10個の顔がミックス 

「私は10個も顔はないです！ 
　私は裏表がない性格で、 
　どんな状況でも一貫しています！」 

と思う人もいるかもしれませんが、 
実際には時と場合により人格は 
驚くほど変わるものです。 
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例えば、 
口うるさい職場の上司と一緒にいる時と、 
学生時代の仲間とワイワイ過ごしている時と、 
恋人とロマンティックな時間を過ごしている時と、 
家族や子供と一緒にいる時の顔や性格が 
同じであるはずがないのです。 

違って当たり前なのです。 

なので、いわゆる表の顔＝太陽星座しか見ていない 
12星座占いでは、情報量が少なすぎるので 
当たっていると感じる部分もあれば、 
ピンとこない部分もあって当然です。 

もちろん、太陽は10個の天体の中でとても 
重要な存在なので、太陽星座が性格のかなりの 
部分に影響しているのは間違いありません。 

しかし、他にもいろいろな要素が組み合わさって 
あなたの性格や人格は形成されているのです。 

人格や性格はそんな単純に 
割り出せるものでは無いということです。 
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なので、人間の性格や資質をざっくりと 
数パターンに分けて分類するタイプ論や 
血液型占いなどはあくまで「占い」レベルの 
認識にとどめておく事をオススメします。 

あなたの設計図“ホロスコープ” 

10個の星がそれぞれどの星座と関わっているかで 
あなたの資質がどのような割合で 
形成されているかを分析できます。 

その複雑な組み合わせの意味を読み解くために 
「ホロスコープ」というチャートを使います。 

次のページにイメージを載せています。 

ホロスコープをごく簡単に説明すると、 

「ある特定の瞬間の太陽系の星の配置を 
　平面上に映し出したもの」 

となります。 
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パッと見て「何これ！意味わかんない！」 
と思われたことでしょう。 

それが自然な反応なので安心してください。 
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これから少しずつ、このチャートを 
読み解く方法についてお伝えしていきます。 

一見すると全く意味不明なこの記号の塊は 
信じられないほどの大量の情報を含んでいます。 

あなたの出生情報を元にこのチャートを作ると 
そこにはあなたに関する様々な情報が 
これでもかと詰め込まれているのです。 

これが、冒頭にお伝えした、 
あなたの誕生日に隠された『暗号』の正体です。 

このチャートでわかるのは、 
あなたがどんな「タネ」を内包して 
生まれてきたか、という事です。 

このチャートを「魂のブループリント(設計図)」と 
捉える人も居ますし、私もその認識で 
しっくり来る感覚はあります。 

10個の天体と12星座、そこにさらに複数の 
要素が絡んでくるので、組み合わせのパターンは 
計測不能、それこそ天文学的な数字になります。 
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あなたが生まれた時と全く同じチャートが 
出現するのは約2万6000年に1回です。 

あなたと同じような資質を持って 
生まれてきている人もいないこともないのですが、 
全く同じという事はありえません。 

つまり、 

あなたはこの世界の中で誰一人と被らない 
唯一無二の個性を持って生まれてきている、 

という事なのです。 

どんな実をつけるかは環境次第 
そして、これは「タネ」なので、 
どんな環境で、どれくらいの栄養を吸収して 
育つかによって、咲く花の色も違えば、 
実る果実の大きさや味も変わるのです。 

例えば、りんごのタネを持って生まれてきても 
栄養が足りていないスカスカの土地に植えられ、 
日当たりも悪く水も満足にもらえなければ 
小さく萎びた力の無い実しか付けられません。 
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逆に、栄養たっぷりの肥沃な土地に植えられ、 
十分な日照と雨量がある中、農家のおじさんに 
愛情込めて丁寧に手入れをしてもらえば 
大きくてみずみずしい蜜がたっぷりの 
千疋屋に陳列されるレベルの実がなるでしょう。 

あなたの中にある要素の内、仕事や家庭生活の中で 
十分な栄養を与えてもらっているものもあれば 
全く日の目を浴びていない要素もあるでしょう。 

自分の持って生まれた資質の詳細を把握し、 
それぞれを上手く組み合わせて最大限に 
発揮する事が成功の鍵であると断言できます。 

天文学的な情報量の中心点 

このホロスコープは、 

・天体（惑星） 
・サイン（星座） 
・ハウス（場所） 
・アスペクト（座相／角度） 

の４つの基本要素で構成されています。 
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これだけ見るとシンプルに見えるかもしれませんが、 
天体が10個、星座が12個、ハウスも12個、 
アスペクトはメジャーなものだけで５種類と、 
実際はかなりのボリュームがあります。 

12サインと10天体の組み合わせだけでも 
12の10乗＝619億1736万4224という 
とんでもない数になります。 

単純な掛け算ではなく、「乗数」で計算するので 
組み合わせの要素を1つ増やしただけで 
そこから生み出されるパターンは文字通り 
天文学的な数字になるのです。 

全部を見るとなると情報量が多すぎて 
何を見ればいいかわからなくなり、 
混乱して面白くなくなってしまいます。 

なので、今回はいちばん重要な 
“コア”となる部分だけをピックアップして 
読み解くアプローチを紹介します。 

では、まずこのチャートの中で 
何がいちばん重要なのか？どこを見るべきなのか？ 
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それは 

「太陽と月の組み合わせ」 

です。 

それぞれ、 

太陽 ＝「エネルギー」 
月　 ＝「本質的な欲求」 

を示しています。 

この２つを組み合わせたものが、 
あなたの『コア』を形成する要素となります。 

この『コア』に沿った生き方をすることで、 
ビジネスでもプライベートでも 
成功を収める確率がグッと上がるのです。 

他人が羨むだけの表面的な成功ではなく、 
自分が心の底から充足感を感じられる 
「本物の成功」を手に入れることが出来るのです。 
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では実際、その『コア』は 
どうやって見つけていけば良いのか？ 

順を追って説明していきますので 
まずはあなたのホロスコープを作ってみましょう。 

ホロスコープは出生情報を入力するだけで 
無料で作ってくれるサイトがたくさんあります。 

中でも私が普段からよく使っているのは 
以下のサイトです。 

さくっとホロスコープ 
http://nut.sakura.ne.jp/wheel/report.html 
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　チャート作成ステップ 

ステップ１： 
左サイドバーの上にある「ハウス」の項目から 
真ん中の「プラシーダス」を選択　　 

ステップ２： 
・生年月日（１９◯◯年◯月◯日） 
・出生時間（◯◯時◯◯分） 
・出生地（都道府県まででOK） 
をそれぞれ入力 

※出生時間は母子手帳記載のものが望ましいです。 
※正確な時刻が不明でも出すには出せますが 
   精度が落ちることはご理解ください。 
※もし時間がわからない場合はとりあえず 
   お昼の12時00分で入力してみてください 
※海外で生まれた場合はGoogle Mapで 
  出生地の街を探してその座標を入力して下さい。 

ステップ３： 
作成ボタンをクリック 

するとこんな感じの画面が表示されます。 
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この画面が上手く表示できたら、 
右上にある「別ページで開く」というボタンを 
クリックして新規画面で開いて下さい。 

このままでも良いのですが、別ページで開いた方が 
少しだけ見やすくなります↓ 
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このページが出せたら、画面キャプチャ、 
もしくはスクリーンショットで 
保存しておいてください。 

これから先、何度も何度も見ることになるので 
パソコンであればデスクトップに、 
スマホであれば写真フォルダの中に 
専用フォルダを作るなどして、なるべく 
見やすい場所に保管しておくのがオススメです。 

それでは早速、『太陽』と『月』の 
組み合わせを見てみましょう。 

太陽の星座は、いわゆる星占いで出てくる 
これまであなたが「自分の星座」だと 
思っていた場所にあります。 

4月10日生まれなら牡羊座、 
9月2日生まれなら乙女座、という感じです。 

これは簡単に見つけられるでしょう。 

それでは次に『月』の位置を探してみてください。 
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見つかりましたか？ 

記号が上手く見つけられなかったとしても、 
右側のこのエリアに「月：◯◯座」 
と書いてあります。 

太陽と月以外の星の情報も書いてあるので 
どうしても気になってしまうと思いますが 
そちらはひとまず置いておきます。 

月の星座を見る時は一点、 
注意すべきことがあります。 
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それは「自分の月星座が正確に確定しているか」 
ということです。 

正確な出生時間がわかっている場合は 
特に問題ないのですが、時間がわからない場合は 
とりあえずお昼の12時で入力して作ります。 

その時、月星座の度数が“７度から23度までの間” 
にあれば、表示されている星座で確定です。 

しかし、６度以前、または24度以降にあった場合、 
生まれた時間によっては１つ前の星座だったり、 
１つ後の星座になっているケースがあるのです。 

月はこのチャートの中の星で最も早く移動するので、 
わずかな時間の違いで位置する星座が 
切り替わってしまうのです。 

月がどの星座にあるかで性格は大きく変わるので 
なるべく正確な時間を入力してみて下さい。 

もしわからない場合は、位置している可能性のある 
１つ前or後の星座も合わせてチェックして下さい。 
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月の星座が象徴しているのは 

『本質的な欲求』 

です。 

この月の欲求は、満たすと幸せを感じられる 
モチベーションの根源だと言われています。 

他にもたくさん象徴している意味はありますが 
とりあえずここでは「欲求」「幸福のポイント」 
「モチベーションの根源」と覚えておいてください。 

では実際に、それぞれの月星座が指し示す 
欲求のパターンについて見てみましょう。 

自分の月がどの星座にあるかを見つけたら、 
以下のリストから自分の欲求を探してみてください。 
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♈牡羊座 
・直感的に思い立った通りに行動したい 
・未開拓領域を切り開きたい、重要な存在でありたい 
・No.1になりたい、パイオニアになりたい 

♉牡牛座 
・五感を満たし、ありのままの実感を楽しみたい 
・安全安心の領域を確保したい 
・あるべき理想の状態を維持したい 

♊双子座 
・色々なことを見たい聴きたい知りたい体験したい 
・好奇心を満たし、言葉や文章で伝えたい 
・聡明で賢く才気煥発で情報通でありたい 

♋蟹座 
・心の安定を確保したい 
・気心知れた友人と楽しく過ごしたい 
・特に家族内で感情的な安定を求める 
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12サイン × 月 ＝ 欲求 



♌獅子座 
・パフォーマンスで注目を集めたい 
・情熱をドラマチックに表現したい 
・尊敬され愛され賞賛されたい 

♍乙女座 
・状況を正確に分析し効率よく問題を解決したい 
・他人にとって役立つ有能な働き者でありたい 
・慎み深く洞察豊かな職人でありたい 

♎天秤座 
・人間関係のネットワークを広げたい 
・他人を楽しませたい 
・華やかで美しく公平で魅力的な人気者でありたい 

♏蠍座 
・他人の心理を見抜き、コントロールしたい 
・物事の裏に隠された秘密や謎を暴きたい 
・何事にも動じず、深く重要で頼りになり、 
　自給自足能力のある正しい人と思われたい 
♐射手座 
・未知の領域を冒険し、世界観を広げたい 
・真理を探求したい、全体像を掴みたい 
・自分の世界観や意見を尊重されたい 
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♑山羊座 
・無駄なく効率よく目標を達成し実利を得たい 
・権力や権威性を獲得し、ステータスを高めたい 
・進歩を管理し物事を実現したい 

♒水瓶座 
・世のため人のために社会の問題を解決したい 
・常識を打ち破る革新的なアイデアを生み出したい 
・社会的に重要な唯一無二の存在でありたい 

♓魚座 
・どこまでも夢やロマンを追求したい 
・求められる役割を演じきりたい、尽くしたい 
・無意識を感じ取り、クリエイティブに表現したい 
・理想を認識し印象を理解し形のないものを扱いたい 

どうでしたか？ 

少し抽象的な表現ではありますが 
思い当たることはありましたか？ 

これまで「自分の星座」だと思っていた太陽星座と 
月星座が違う星座だった場合、全く違う要素が 
自分の中にある事に気づけたのではないでしょうか。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



太陽星座も自分の本質を表すものです。 

が、どちらかと言うと太陽は表向きの顔であり、 
社会に向けて外向きに発揮していくべき 
エネルギーを司っているものです。 

磨いていくべき武器やスキル、 
果たしていくべき役割を表しているのです。 

あなたを突き動かす原動力となる 
湧き上がる衝動的なモチベーションは、 
月星座と密接な関係があります。 

太陽と月の要素を組み合わせた 
『コア』の部分を深掘りしていくことで、 

「自分がどんな環境にいれば幸せになれるのか」 
「自分は何をしている時が幸せなのか」 
「自分は何のために頑張れるのか」 

という事が明確になるのです。 

多くの人は自分が満足し、真に心の底から 
湧き上がる達成感や充足感を味わえるポイントが 
どこにあるのかを知らずに生きています。 
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色んなチャレンジや試行錯誤を通して自己と対話し 
自分のパターンをある程度把握している人であれば 
自分がどういう時に幸せを感じられるかを 
本能的に理解しているケースもあります。 

しかし、チャレンジの回数や経験の幅が少ない人は、 
自分が何が好きで、本当は何をしたいのかが 
わかっていない確率が高いです。 

自分が好きな方向、やりたい事のヒントを 
見つけるためには、月星座との向き合い方が 
とても重要になってきます。 

月星座の要素を見て、最初はピンとこない部分も 
あるかもしれませんが、時間を追うごとに 
だんだんと実感が湧いてきて 

「ああ、確かに私はこういう時に嬉しくなるな」 

という確信を得ることが出来るででしょう。 

月星座が判明した今、前半で紹介した12星座の 
特徴やキーワードを振り返って見てください。 
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太陽星座として見ている時も、 

「ああ、これは何となく分かる気がする」 

というポイントもあったと思いますが、 
月星座の方はもっとピンと来る部分を 
たくさん見つけることができるでしょう。 

太陽と月が同じ星座だった場合は 
同じ性質の欲求とエネルギーを持っているので 
とてもしっくり来ると思います。 

太陽の“純粋”なエネルギー 
人生とは幸福を求める旅路であり、 
その幸福の方向性は月星座が指し示しています。 

そしてその幸福の条件である欲求を満たすために 
太陽のエネルギーを上手く使っていくべきなのです。 

最初に紹介した12星座の特徴や適職の方向性は 
月や他の星の要素がミックスされた中で 
特にその星座の資質が強く出ている時に 
現れる特徴を記したものになります。 
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『結果的に』そう現れているものです。 

その『結果』を導くための『原因』は 
もっと純粋なエネルギーであり、 
『元型（アーキタイプ）』という言葉で表されます。 

色んな要素とミックスされる前の 
『太陽の純粋なエネルギー』を認識しておくことで 
自分の本質をより見極めやすくなります。 

この説明ではちょっと抽象度が高いので 
ピンとこない人もいると思いますが 
次のページの表を見ていただければ 
おおよそのイメージは掴めると思います。 

本質のイメージをピンポイントに掴めるように、 
12星座がそれぞれの太陽と組み合わさった時に 
どんなエネルギーを発揮するのかを 
端的にまとめました。 

他の要素と組み合わさる前のエネルギーなので 
少し抽象的ではあるのですが、こちらがより 
それぞれのエネルギーの本質を示しています。 
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♈牡羊座 
・思ったことをすぐ実行する力 
・先頭に立ち力を振るうエネルギー 

♉牡牛座 
・完成に向けてコツコツと継続する力 
・建設し維持するエネルギー 

♊双子座 
・興味深い情報を面白く伝える力 
・多様化させコミュニケートするエネルギー 

♋蟹座 
・心の安定を作ろうとする力 
・安全を作り出すエネルギー 

♌獅子座 
・ブレずに理想を追い続ける力 
・認知されるエネルギー 
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12サイン × 太陽 ＝ エネルギー 



♍乙女座 
・他人のために役に立つ力 
・洗練し区別をするエネルギー 

♎天秤座 
・公平さと社交力で人を引きつける力 
・他人を喜ばせ評価を得るエネルギー 

♏蠍座 
・他人の心の動きを認識する力 
・知ることでコントロールし、 
　深きを測り高みに登るエネルギー 

♐射手座 
・今ここにないものを求め世界を広げる力 
・真理に関する自己主張をして他人の世界観に 
　影響を与えるエネルギー 

♑山羊座 
・組織活動を管理運営する力 
・戦略を立て資源を采配する野心のエネルギー 
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♒水瓶座 
・組織や社会の改革を進める力 
・皆のために他人と共に革新し知性化するエネルギー 

♓魚座 
・共感し、雰囲気を読み取り、表現する力 
・感じて理解して犠牲になるエネルギー 

異なるエネルギー／異なる報酬 

改めてこうして見るとわかる通り、 
人それぞれ異なる多種多様なエネルギーを 
私たちは持って産まれて来ています。 

得意な分野、向いているベクトルが皆違うのです。 

表に立って目立つのが得意な人もいれば、 
裏方として実務を回すのが得意な人も居ます。 

今あるものをより良くする人もいれば、 
ゼロから新しいものを生み出すのが 
得意な人もいるのです。 
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注目すべきは苦手なことではなく、得意なこと。 
頑張らなくてもなぜか人よりも上手くできてしまう 
長所の部分に目を向け、磨いていくのが 
自分だけの成功を手に入れるカギなのです。 

そして、同じような仕事をしていたとしても、 
人それぞれ異なる欲求を持っているので、 
その仕事から得ている報酬は違います。 

経営者と一口に言っても、 
地位や名誉を求めて経営者になる人もいれば、 
自分のやりたい事を好きなだけやるために 
経営者になる人もいます。 

褒められたい、認められたいという動機から 
スタートしている人もいれば、人助けのため、 
社会貢献のために身を削ってビジネスに 
取り組む人もいるのです。 

無意識のパターンと成功確率 
多かれ少なかれ、人は無意識の内に、 
月の欲求を満たすために 
太陽のエネルギーを活用しています。 
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その組み合わせが現実世界での仕事に 
上手く噛み合っている人ほど、 
社会的に成功する確率が高いのです。 

私がこれまで見てきた成功者達のほとんどは、 
自分の持っている欲求とエネルギーを両立させ、 
自分のコアに繋がったビジネスモデルを 
構築している人ばかりです。 

自分が好きな事＝無理なく続けられる事をして 
なおかつそれが人よりも上手にできることで、 
他人に感謝され、お金をもらうことが出来るという 
素晴らしいビジネスにたどり着いている人は 
本当にイキイキしていますし、 
はたから見ても幸せなのが伝わってきます。 

自分オリジナルの成功法則 

世の中にはたくさんの成功者がいて、 
たくさんの成功しているビジネスモデルがあります。 

この資本主義経済の中で金銭的な成功を 
収めている人は、今社会のルールに適合して 
上手くやる方法を知っているのです。 
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その人達のやり方を上手に真似すれば 
同じように成功を手に入れる事ができるでしょう。 

しかし、他人が作ったビジネスモデルは 
あくまでその人にとって最適なものであって、 
あなたの理想とピッタリ一致する確率は 
かなり低いと言わざるを得ません。 

最終的には 

自分のコアに繋がるビジネスモデル 

を自ら発見し、自らの手で 
構築していくべきなのです。 

起業の初期段階、雇われの身から独立し、 
自立して生計を立てる段階では、四の五の言わずに 
徹底的にお金を追求する必要があります。 

が、自分のコアに沿ったビジネスでなければ 
いずれ色んな所で歪みが発生し、経済的にも 
精神的にもダメージを追うことになるのです。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



あなたが今、どんな状況であったとしても、 
今取り組んでいる仕事がちゃんと 
自分のコアと繋がっているかどうかを 
しっかりと確認する必要があります。 

今、うまく行っていたとしても、 
定期的に見直す必要があります。 

自分が生まれ持った資質や欲求、スキルなどは 
時間の経過や経験値の増加によって進化し、 
少しずつ変化していくからです。 

色んな人生経験を積んでいけば、資質も、視点も、 
ステージも全てが上昇していくのです。 

どんなに身の回りの環境が変化しても 
自分を見失わず、自分が向かうべき方向に 
進んでいくためには、自分のコアの部分を 
しっかりと把握しておく必要があります。 

それこそが、自分だけの唯一無二の 
オリジナルの成功法則を見出す方法であり、 
長期的に成功し続ける持続可能なビジネスと 
人生の幸福を両立させるアプローチなのです。 
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最後のエクササイズ 

最後に１つ、簡単なエクササイズを行います。 

ここまでで紹介した「太陽のエネルギー」と 
「月の欲求」を見直し、あなた自身の 
太陽と月の組み合わせを紙に書き出してみて下さい。 

という形です。 

例えば、太陽が双子座で、月が獅子座の人ならば 

という形になります。 
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　月星座の「～したいという欲求」を 
太陽の「～するエネルギー」を活用して満たす

「他人に尊敬され愛され賞賛されたい欲求」を 
「多様化させコミュニケートするエネルギー」を 
活用して満たす



太陽と月の組み合わせだけでも12 × 12で 
144通りになり、全ての組み合わせを書くと 
膨大な文量になってしまうので、その全てを 
ここに書くことはしないでおきます。 

　あなた自身の手で、あなたのコアの要素を 
組み合わせて書き出してみて下さい。 

そして自分の胸に聴いてみてください。 

人にもよりますが、このエクササイズをするだけで 
「そうだったのか！」と大きな衝撃を受けて、 
見える世界が変わり、その場で自分の方向性を 
見つけてしまう人もいます。 

次のページに太陽と月の要素の組み合わせを 
一覧表にしたものを掲載しておきますので 
参考にして書き出してみて下さい。 
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太陽と月の組み合わせ

太陽（エネルギー） × 月（本質的な欲求）

先頭に立ち力を振るうエネルギー ♈ 牡羊座 重要な存在でありたい、　　　　　
一番になりたい欲求

建設し維持するエネルギー ♉ 牡牛座 安全維持、ありのまま、　　　　　
あるべき姿を維持したい欲求

多様化させコミュニケートする　　
エネルギー ♊ 双子座 聡明で賢く才気煥発で　　　　　　

情報通でありたい欲求

安全を作り出すエネルギー ♋ 蟹座 特に家族内で感情的な　　　　　　
安定を求める欲求

認知されるエネルギー ♌ 獅子座 尊敬され愛され賞賛されたい欲求

洗練し区別をするエネルギー ♍ 乙女座 正しく正確で洞察豊かな　　　　　
有能な存在でありたい欲求

喜ばせ評価を得るエネルギー ♎ 天秤座
評価され、公平で魅力的で　　　　
人気者でありたい欲求

知ることでコントロールし、　　　
深きを測り高みに登るエネルギー ♏ 蠍座 動じず深く重要で頼りになり自給能力

のある正しい人と思われたい欲求
真理に関する自己主張、　　　　　

考えに影響を与えるエネルギー ♐ 射手座 意見を尊重されたい欲求

組織化し戦略を立て資源を采配する
野心のエネルギー ♑ 山羊座 進歩を管理し物事を実現したい欲求

みんなのために他人と共に革新し　
知性化するエネルギー ♒ 水瓶座 社会的に重要で唯一無二の　　　　

特殊な存在でありたい欲求
感じて理解して犠牲になる　　　　

エネルギー ♓ 魚座 理想を認識し印象を理解し　　　　
形のないものを扱いたい欲求



自分のコアの組み合わせを理解した上で、 
それぞれの星座別の成功法則の要素を 
振り返ってみれば、あなただけの成功法則を 
見つけるヒントが見つかるはずです。 

人生において本当に大切なのは、 
自分のコアを発見し、自分の資質にマッチした 
ビジネスを構築することです。 

ビジネスとは「価値の交換」です。 

人々がお金を払ってでも購入したいと 
思えるような価値を持った商品やサービスを 
生み出し、それを提供していく事です。 

寝食を忘れて取り組めるくらい大好きで、 
人よりも上手く出来る長所を磨き上げ、 
まっとうな価値を構築して提供し、 
人の役に立ちながら罪悪感ゼロでお金を稼ぐ。 

そんなビジネスを行っていくことが 
「生き甲斐」に繋がるのです。 
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最終ゴール ＝ 自己実現 
人生の最終的なゴールは「自己実現」です。 

どんなにお金があったとしても、 
病気1つしない健康な身体を持っていても、 
良好な人間関係に恵まれていたとしても 
『自己実現』を果たせなければ真の幸福を 
感じることはできません。 

何不自由ない暮らしをしていたとしても、常に 
「何か物足りない…」「もっと魂を燃やしたい…」 
という気持ちがつきまとうのです。 

なりたい自分になる事、あるべき姿を取り戻す事、 
自分にしか出来ない事に取り組む事、 
自分になりうる最高の自分になる事が 
人生において追求していくべき道なのです。 

占星術を活用して自分を知り、 
自分に合ったビジネスを構築し、 
占星術を活用してビジネスを加速させる。 

それが我々アストロビジネス研究所の 
理念であり、ヴィジョンであり、目的です。 
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占星術をただのエンターテイメントである 
“占い”と同一視するのは非常にもったいないです。 

太古の昔より伝わり、現在も進化し続けている 

『人間理解の究極のアプローチ』 

です。ロマンあふれるだけでなく極めて 
実用性の高いプラクティカルな学問です。 

自分を知ることも、他人を知ることも 
どちらもとても重要な事です。 

人の持つ欲望や性質を理解しなければ 
どんなビジネスに取り組んだとしても 
確実に失敗します。 

多くの人は自分の事も、他人の事も知らず、 
そこに目を向けて学ばないから悩み、苦しみ、 
もがき続けるのです。 

今、自分の資質を、人格の基盤となる 
「コアの要素」を知ってしまったあなたは 
これから確実に見える世界が広がっていきます。 
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占星術というフィルターを通して世界を見ると、 
驚くほどにたくさんの物事を理解できるようになり、 
ステージが急激に上昇するのを実感できるでしょう。 

占星術を取り入れることが、あなたの人生を 
大きくシフトさせるキッカケになります。 

本格的な占星術はとてもディープな世界ですが、 
現実世界に応用しやすい実用性の高い部分を 
ピックアップして学ぶステップを用意しました。 

これから定期的にメールにて占星術レッスンを 
お届けしていきますので、楽しみにしていて下さい。 
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終わりに 

最後までお読み頂きありがとうございました。 

この電子書籍を通じて初めて12星座の特徴や 
占星術について知ったという人が 
ほとんどだと多いと思います。 

もちろん、既にある程度の前提知識があって 
「ふむふむ、なるほど、そうですね」 
と言った感じの人もいるでしょう。 

ただ、ここまで書いておいて何なのですが、 
実は今回、この電子書籍で紹介した星座の特徴は 
割と古典的というか、日本で独自進化を遂げた 
ガラパゴス的な要素も含まれています。 

もちろん、古典的な西洋占星術と比べれば 
現代日本の状況に合わせてアレンジされ 
進歩している部分はあります。 

しかし、世界標準の最先端の占星術は 
さらにその先を行き、今も進化し続けています。 

           ©2017.  Masaya Ito. All Rights Reserved.       .



この電子書籍に書かれている部分でも 
「当たってる！」「参考になる！」と 
思う部分はたくさんあったと思います。 

が、まだまだ「先」があるのです。 

もっと本質的でわかりやすく、 
従来の占星術のように大量の要素を 
暗記する必要がない、新しい世代の 
占星術が存在しているのです。 

つまり、もっとあなたがあなた自身を 
深く理解する余地が残されているということです。 
これまで上手く行ったことや、失敗したことの原因が 
どこにあるかを突き止めることが出来るのです。 

しかし、今回は占星術を全く知らない人にも 
とっつきやすいように、あえて、これまでの 
一般的な占星術のイメージや象徴なども 
取り入れて執筆しました。 

ここはまだ、ディープな占星術の入り口です。 

ここからさらに深い世界に招待します。 
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もちろん、難しい専門用語や 
抽象的なイメージなどについては 
なるべくわかりやすく伝えていくので 
安心してください。 

本質はシンプルですが、それゆえに奥が深く、 
一見すると大事な事だと気が付きにくいです。 

本質的な理解を深めていくためのレッスンを 
ステップバイステップで用意しているので、 
どうぞお楽しみに。 

あなたが“本当の自分”にたどり着き、 
あなたにしか出来ない事をして 
この世界をより良くしてくれることを願っています。 
 
 
 
 
 
 

いとう まさや 
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追伸： 

「自分の資質にマッチしたビジネスモデルや 
　これから勝負をかける時期をいち早く知りたい！」 

という方は、僕と奥さんで行っている 
鑑定セッションがオススメです。 

自分で自分の資質を読み解けるように 
なった方が良いのは間違いないですが、 
まず最初に自分がどんな資質を持っているのか、 
どんなビジネスが向いているのかを 
プロに聴くのも良いと思います。 

餅は餅屋です。 

現在はキャンペーン価格で行っておりますが 
近日中に本来の価格に戻す予定です 

興味のある方はお早めにどうぞ。 

スポット鑑定セッション案内 
https://abizlabo.com/session/ 
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